
 

 

観賞魚についての最新情報 – 有害魚に関する
重要なお知らせ 

2017年 9月  

2016年 12月 16日、オーストラリア全国にわたり一貫した観賞魚管理を施行するための一環として、NSW州政

府は NSW州有害魚リストのさらなる更新を行いました。今回、全国的に危険度の高い有害種と新たに認められ

た 65種が NSW有害魚リストに追加されました。 

____________________________________________________________________________________ 

 

有害魚リストはなぜ更新されるのです

か？ 

2006年、オーストラリアの全政府は観賞魚業界との

協議を通じ、「オーストラリアの観賞魚管理に関する戦

略的アプローチ（A Strategic Approach to the 

Management of Ornamental Fish in Australia）」と題

する全国的戦略を策定しました。この全国的戦略では

オーストラリアの観賞魚管理について 7件の推奨案を

提示しており、その中には全国的に認定された全国有

害魚リストの作成も含まれています。  

有害魚は自然の生物多様性や水産資源に影響を与

え、水生生物の異常発生や疫病の発生源もしくは悪

化要因になる可能性があります。例として、ドジョウと

ティラピアの 2種はいずれも放流されると自然の水系

に影響を与える有害種として知られています。この全

国的戦略は今後こうした有害種の移入を減少させてい

くことを目的にしています。 

NSW州有害魚の全リストはこの案内書に掲載され

ています。リスト中、オレンジ色の背景に星印（*）が

付き太字でハイライト表示されている新たに追加さ

れた魚種については、2017年 3月 1日に開始した

6か月の勧告期間が適用されますのでご注意くださ

い。この勧告期間は 2017年 9月 1日に終了し、こ

れらの新規追加魚種については同日より遵守が義

務化されます。なお、その他の全魚種については遵

守が既に法により義務化されています。  

新たに追加された有害魚に適用される

規則は?  

バイオセキュリティ法 2015 別表 2（Schedule 2  of 

Biosecurity Act 2015） で禁止対象に指定されている

すべての魚種については販売及び所有が禁止されて

います。バイオセキュリティ規則 2017別表 1パート 2

（part 2, schedule 1 of the Biosecurity Regulation 

2017）に追加された有害魚については、届出の対象

となっており取り扱いが禁止されています。NSW州有

害魚リストの遵守は法により義務化されています。 

現在飼育している有害魚はどうすれば

いいのでしょうか? 

これまで観賞魚業界や愛好家等により売買されてきた

観賞魚の中には、現在販売や所有が禁止されている

魚種が多数あります。 

一方、NSW州第一次産業省（NSW DPI）では 2017

年 3月 1日に開始された 6か月の勧告期間を設定す

ることで、この期間内に観賞魚の所有者に情報を周知

し、 新たに追加された魚種についても NSW州有害魚

リストが遵守されるようにしています。  

注意: 本案内書にある一覧表でオレンジ色の背景に

星印（*）が付き太字でハイライト表示されている新たに

追加された魚種のみが勧告期間の対象となります。  

勧告期間は 2017年 9月 1日に終了し、新たに追加

された魚種については同日より遵守が義務化されま

す。 

 

NSW州 DPI動物バイオセキュリティおよび福祉部門

の勧告に従い、観賞魚の所有者は有害魚を人道的な

方法で適切に殺処分しなければなりません。許可され

ている方法には、頭部を叩く等のスタニング（気絶処

http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/637144/Management-of-ornamental-fish-in-Australia.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
http://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2015/24/part2/div1/sec7
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理）とスラリーアイスによる冷蔵処理があります。詳細

については www.dpi.nsw.gov.au から welfare of 

fishを検索してください。上記の処理後、有害魚を水

源から離れた場所に埋めるか、または安全な処理装

置を用い廃棄しなければなりません。  

注意: これらの有害魚を放流することは違法であり、

在来種や自然環境に重大な悪影響を及ぼします。 

 

ティラピア Oreochromis mossambicus (写真: Qld DAF) 

NSW州有害魚リスト（禁止対象） 

学名 一般名 

Acestrorhynchus microlepis (Acestrorhynchidae 

family) 

  

Acipenser baerii の亜種  Baerii 

(Acipenseridae family)* 

シベリアンスタージョン

(シベリアチョウザメ) 

(Siberian sturgeon) 

Acipenser baerii の亜種 Baicalensis 

(Acipenseridae family) 

バイカルスタージョン

(バイカルチョウザメ）

(Baikal sturgeon) 

Acipenser brevirostrum (Acipenseridae family) ショートノーズスタージ

ョン(ショートノーズチョ

ウザメ） (Shortnose 

sturgeon) 

Acipenser dabryanus (Acipenseridae family) イヤンツスタージョン

(チョウコウチョウザメ) 

(Yangtze sturgeon) 

Acipenser fulvescens (Acipenseridae family) レイクスタージョン(ミズ

ウミチョウザメ) (Lake 

sturgeon) 

Acipenser gueldenstaedtii (Acipenseridae 

family) 

ロシアンスタージョン

(ロシアチョウザメ) 

(Russian sturgeon) 

Acipenser medirostris (Acipenseridae family) グリーンスタージョン(ミ

ドリチョウザメ） (Green 

sturgeon） 

Acipenser mikadoi (Acipenseridae family) サハリンスタージョン(ミ

カドチョウザメ) 

(Sakhalin sturgeon) 

学名 一般名 

Acipenser multiscutatus (Acipenseridae family) ジャパニーズスタージョ

ン(二ホンチョウザメ） 

(Japanese sturgeon) 

Acipenser naccarii (Acipenseridae family) アドリアティックスター

ジョン(アドリアチョウザ

メ） (Adriatic 

sturgeon） 

Acipenser nudiventris (Acipenseridae family) フリンジバーベルスタ

ージョン (Fringebarbel 

sturgeon) 

Acipenser oxyrinchus の亜種 Desotoi 

(Acipenseridae family) 

ガルフスタージョン(ガ

ルフチョウザメ)  (Gulf 

sturgeon） 

Acipenser oxyrinchus の亜種 Oxyrinchus 

(Acipenseridae family)* 

アトランティックスター

ジョン(アトランティック

チョウザメ)  (Atlantic 

sturgeon) 

Acipenser persicus (Acipenseridae family) パーシャンスタージョン

(ペルシャチョウザメ)  

(Persian sturgeon) 

Acipenser ruthenus (Acipenseridae family) コチョウザメ (Sterlet) 

Acipenser schrenckii (Acipenseridae family) アムールスタージョン

(アムールチョウザメ) 

(Amur sturgeon) 

Acipenser sinensis (Acipenseridae family) チャイニーズスタージョ

ン(カラチョウザメ) 

(Chinese sturgeon) 

Acipenser stellatus (Acipenseridae family) スターリースタージョン

(ホシチョウザメ) 

(Starry sturgeon) 

Acipenser sturio (Acipenseridae family) ヨーロピアンスタージョ

ン(オオチョウザメ) 

(European sturgeon) 

Acipenser transmontanus (Acipenseridae 

family) 

ホワイトスタージョン(シ

ロチョウザメ) (White 

sturgeon) 

Alfaro amazonus (Poeciliidae family)* アルファロアマゾナス

(カダヤシ科) (Alfaro 

amazonus 

(Poeciliidae family)) 

Alfaro cultratus (Poeciliidae family) ナイフエッジドライブベ

アラー (Knife-edged 

livebearer) 

Alfaro huberi (Poeciliidae family)   

Allomogurnda nesolepis (Eleotridae family) イエローベリーガジョン 

(Yellowbelly 

gudgeon) 

http://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/welfare-of-fish/shellfish
http://www.dpi.nsw.gov.au/animals-and-livestock/animal-welfare/general/welfare-of-fish/shellfish
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学名 一般名 

Ameiurus brunneus (Ictaluridae family) スネールブルヘッド 

(Snail bullhead) 

Ameiurus catus (Ictaluridae family) ホワイトキャットフィッシ

ュ (White catfish) 

Ameiurus melas (Ictaluridae family) ブラックブルヘッド 

(Black bullhead) 

Ameiurus natalis (Ictaluridae family) イエローブルヘッド 

(Yellow bullhead) 

Ameiurus nebulosus (Ictaluridae family) ブラウンブルヘッド 

(Brown bullhead) 

Ameiurus platycephalus (Ictaluridae family) フラットブルヘッド (Flat 

bullhead) 

Ameiurus serracanthus (Ictaluridae family) スポッティッドブルヘッ

ド (Spotted bullhead) 

Amia calva (Amiidae family) ボウフィン (Bowfin) 

Anabas cobojius (Anabantidae family) ガンジェティッククライミ

ングパーチ (Gangetic 

climbing perch) 

Anabas testudineus (Anabantidae family) クライミングパーチ(キ

ノボリウオ) (Climbing 

perch) 

Anaspidoglanis macrostoma (Bagridae family) フラットノーズキャットフ

ィッシュ (Flatnose 

catfish) 

Apeltes quadracus (Gasterosteidae family) フォースパインドステッ

クルバック (Four 

spined stickleback) 

Aristichthys nobilis (Cyprinidae family) ビッグヘッドカープ(コク

レン) (Bighead carp) 

Astyanacinus moorii (Characidae family)*  

Astyanax aeneus (Characidae family) バンディッドテトラ 

(Banded tetra) 

Astyanax fasciatus (Characidae family) バンディッドアスティア

ナックス (Banded 

Astyanax) 

Atractosteus spp. (A.spatulaを除く全種) 

(Lepisosteidae family) 

アメリカンガー/アーマ

ードガー (American 

gar/Armoured gar) 

Bagrus ubangensis (Bagridae family) ウバンギショベルノー

ズキャットフィッシュ 

(Ubangi shovelnose 

catfish) 

Barbodes hexagonolepis (Cyprinidae family) コッパーマハシール 

(Copper mahseer) 

学名 一般名 

Belonesox belizanus (Poeciliidae family) パイクミノー/パイクキリ

フィッシュ (Pike 

minnow/Pike killifish) 

Boulengerella cuvieri (Ctenoluciidae family)* ビクーダ、ピラプーク 

(Bicuda, Pirapucu) 

Boulengerella lucius (Ctenoluciidae family)* ゴールデンパイク‐カラ

シン、ピラポコ 

(Golden Pike-

characin, Pirapoco) 

Boulengerella xyrekes (Ctenoluciidae 

family)* 

ピラポコ (Pirapoco) 

Boulengerochromis microlepis (Cichlidae family) ジャイアントシクリッド/

イエローベリーシクリッ

ド (Giant 

cichlid/Yellow belly 

cichlid) 

Catla catla (Cyprinidae family) カトラ (Catla) 

Catlocarpio siamensis (Cyprinidae family) ジャイアントバーブ(パ

ーカーホ) (Giant barb) 

Centrarchidae family   

Centropomus spp. (全種) (Centropomidae 

family) 

スヌーク (Snook) 

Chaca bankanensis (Chacidae family) アングラ―キャットフィ

ッシュ (Angler catfish) 

Chaca burmensis (Chacidae family) ブルメンシスフロッグマ

ウスキャットフィッシュ 

(Burmensis 

frogmouth catfish) 

Chaca chaca (Chacidae family) スクエアヘッドキャット

フィッシュ 

(Squarehead catfish) 

Channa spp. (全種) (Channidae family) スネークヘッド (Snake 

head) 

Cirrhinus cirrhosis (Cyprinidae family) ムリガル (Mrigal) 

Clarias spp. (全種) (Clariidae family) ウォーキングキャットフ

ィッシュ(ヒレナマズ) 

(Walking catfish) 

Colossoma spp. (全種) (Characidae family)   

Ctenobrycon hauxwellianus (Characidae 

family)* 

モハラ、ランバリ  

(Mojara, Lambari) 

Ctenobrycon multiradiatus (Characidae 

family)* 

 

Ctenopharyngodon idella (Cyprinidae family) グラスカープ(ソウギョ) 

(Grass carp) 

Ctenopoma argentoventer (Anabantidae family) シルバーベリークテノ

ポマ (Silverbelly 

ctenopoma) 
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学名 一般名 

Ctenopoma kingsleyae (Anabantidae family) クテノポマキングスレイ 

(Tailspot ctenopoma) 

Ctenopoma multispine (Anabantidae family) メニースパインドクテノ

ポマ 

 (Manyspined 

ctenopoma) 

Ctenopoma muriei (Anabantidae family) クテノポマムリエイ 

(Ocellated labyrinth 

fish) 

Ctenopoma nigropannosum (Anabantidae 

family) 

トゥースポットクライミン

グパーチ (Twospot 

climbing perch) 

Ctenopoma ocellatum (Anabantidae family) アイスポットクテノポ

マ、クテノポマ・オケラ

ートゥム (Eyespot 

ctenopoma) 

Ctenopoma weeksii (Anabantidae family) クテノポマ・ ウィークシ

ー (Mottled 

ctenopoma) 

Culaea inconstans (Gasterosteidae family)   

Dormitator latifrons (Eleotridae family) パシフィックファットスリ

ーパー (Pacific fat 

sleeper) 

Dormitator lebretonis (Eleotridae family)   

Dormitator maculatus (Eleotridae family) パシフィックスリーパー 

(Pacific sleeper) 

Elassoma spp. (全種) ピグミーサンフィッシュ 

(Pygmy sunfish） 

Electrophorus electricus (Gymnotidae family) エレクトリックイール(デ

ンキウナギ) (Electric 

eel) 

Eleotris amblyopsis (Eleotridae family) ラージスケールドスピ

ニーチークスリーパー 

(Large scaled spiny 

cheek sleeper) 

Eleotris andamensis (Eleotridae family)*  

Eleotris annobonensis (Eleotridae family)*  

Eleotris aquadulcis (Eleotridae family)* ラムフレッシュウォータ

ーガッジョン (Ramu 

Freshwater 

Gudgeon) 

Eleotris balia (Eleotridae family)*  

Eleotris brachyurus (Eleotridae family)*  

Eleotris daganensis (Eleotridae family)*  

Eleotris fasciatus (Eleotridae family)*  

Eleotris feai (Eleotridae family)*  

学名 一般名 

Eleotris lutea (Eleotridae family)* ルテアスリーパー

(Lutea Sleeper) 

Eleotris macrocephala (Eleotridae family)*  

Eleotris macrolepis (Eleotridae family)*  

Eleotris mauritianus (Eleotridae family)* ワイドヘッドスリーパー 

(Widehead Sleeper) 

Eleotris melanura (Eleotridae family)*  

Eleotris oxycephala (Eleotridae family)*  

Eleotris pellegrini (Eleotridae family)*  

Eleotris perniger (Eleotridae family)* スモールスケールドス

ピニーチークスリーパ

ー (Smallscaled 

Spinycheek 

Sleeper) 

Eleotris picta (Eleotridae family)* スポッテッドスリーパー 

(Spotted Sleeper) 

Eleotris pisonis (Eleotridae family)* スピニーチークスリー

パー (Spinycheek 

Sleeper) 

Eleotris pseudacanthopomus (Eleotridae 

family)* 

 

Eleotris sandwicensis(Eleotridae family) サンドウィッチアイラン

ドスリーパー 

(Sandwich Island 

Sleeper) 

Eleotris senegalensis (Eleotridae family)*  

Eleotris soaresi (Eleotridae family)*  

Eleotris tecta (Eleotridae family)*  

Eleotris tubularis (Eleotridae family)*  

Eleotris vittata (Eleotridae family)*  

Eleotris vomerodentata (Eleotridae family)*  

Erpetoichthys calabaricus リードフィッシュ 

(Reedfish) 

Erythrinus spp. (全種) (Erythinidae family)   

Esox spp. (全種) (Esocidae family) カワカマス(パイク) 

(Pike) 

Gambusia spp. (G. holbrookiを除く全種) 

(Poeciliidae family) 

モスキートフィッシュ(カ

ダヤシ) (Mosquitofish) 

Gobiomorphus gobioides (Eleotridae family) ジャイアントブリー 

(Giant bully) 

Gobiomorphus huttoni (Eleotridae family) レッドフィンブリー 

(Redfin bully) 

Gobiomorus dormitory (Eleotridae family) ビッグマウススリーパ

ー (Bigmouth sleeper) 

Gobiomorus maculatus (Eleotridae family)   

Gymnarchus niloticus (Gymnarchidae family) ジムナーカス (Aba 

aba) 
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学名 一般名 

Helicophagus leptorhynchus (Pangasiidae 

family) 

  

Helicophagus waandersii (Pangasiidae family)   

Hemichromis fasciatus (Cichlidae family) バンデッドジューフィッ

シュ (Banded 

jewelfish) 

Hepsetus odoe (Hepsetidae family) アフリカンパイク 

(African pike) 

Heterandria bimaculata (Poeciliidae family) トゥースポットライブベ

アラー (Twospot 

livebearer) 

Heteropneustes fossilis (Heteropneustidae 

family) 

スティンギングキャット

フィッシュ (Stinging 

catfish) 

Himantura kittipongi (Dasyatidae family)   

Himantura krempfi (Dasyatidae family) マーブルドフレッシュウ

ォーターウィップレイ  

（Marbled freshwater 

whip ray） 

Himantura oxyrhyncha (Dasyatidae family) マーブルドウィップレイ 

(Marbled whipray) 

Hoplerythrinus spp. (全種) (Erythinidae family) アイミラ (Aimira) 

Hoplias spp. (全種)  (Erythinidae family) タライロン (Trahira) 

Huso huso (Acipenseridae family) ベルーガ(オオチョウザ

メ)  (Beluga) 

Hydrocynus spp. (全種) (Alestiidae family) パイクカラシン/ジャイ

アントタイガーフィッシ

ュ (Pike characin/ 

giant tigerfish) 

Hypophthalmichthys molitrix (Cyprinidae family) シルバーカープ(ハクレ

ン) (Silver carp) 

Hypseleotris cyprinoides (Eleotridae family) トロピカルカープガジョ

ン(タナゴモドキ) 

(Tropical carp-

gudgeon) 

Hypseleotris tohizonae (Eleotridae family)   

Ichthyborinae 科の亜科 Citharinidae (全種) アフリカンパイクカラシ

ン/チューブノーズポー

チャー/フィンイーター 

(African pike-

characin/Tubenose 

poacher/Fin eater) 

Ictalurus balsanus (Ictaluridae family) バルサスキャットフィッ

シュ (Balsas catfish) 

Ictalurus dugesii (Ictaluridae family) レルマキャットフィッシ

ュ (Lerma catfish) 

学名 一般名 

Ictalurus furcatus (Ictaluridae family) ブルーキャットフィッシ

ュ (Blue catfish) 

Ictalurus lupus (Ictaluridae family) ヘッドウォーターキャッ

トフィッシュ 

(Headwater catfish) 

Ictalurus mexicanus (Ictaluridae family) リオベルデキャットフィ

ッシュ (Rio Verde 

catfish) 

Ictalurus ochoterenai (Ictaluridae family) チャパラキャットフィッ

シュ (Chapala catfish) 

Ictalurus pricei (Ictaluridae family) ヤキキャットフィッシュ 

(Yaqui catfish) 

Ictalurus punctatus (Ictaluridae family) チャネルキャットフィッ

シュ (Channel catfish) 

Labeo calabasu (Cyprinidae family) オレンジフィンラベオ 

(Orange fin labeo) 

Labeo rohita (Cyprinidae family) ローフー (Rohu) 

Lates microlepis (Centropomidae family) フォークテールラテス 

(Forktail lates) 

Lates niloticus (Centropomidae family) ナイルパーチ (Nile 

perch) 

Lebiasina bimaculata  (Lebiasinidae family) トゥスポットレビアシナ 

(Twospot lebiasina) 

Lepidosiren paradoxa (Lepidosirenidae family) サウスアメリカンラング

フィッシュ (South 

American lungfish) 

Leptolebias aureoguttatus (Rivulidae family)   

Leptolebias marmoratus (Rivulidae family) マーブルドペアフィッシ

ュ (Marbled pearlfish) 

Leptolebias minimus (Rivulidae family) バードテールペアフィッ

シュ (Barred tail 

pearlfish) 

Leptolebias opalescens (Rivulidae family) オパールペアフィッシュ 

(Opal pearlfish) 

Malapterurus spp. (全種) (Malapteruridae family) エレクトリックキャットフ

ィッシュ(デンキナマズ) 

(Electric catfish) 

Mormyrops anguilloides (Mormyridae family) コニッシュジャック 

(Cornish jack) 

Neogobius melanostomus  ラウンドゴビー (Round 

goby) 

Notropis spp. (全種) (Cyprinidae family) シャイナー (Shiner) 

Noturus albater (Ictaluridae family) オザークマッドトム 

(Ozark madtom) 
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学名 一般名 

Noturus baileyi (Ictaluridae family) スモーキーマッドトム 

(Smoky madtom) 

Noturus crypticus (Ictaluridae family) チャッキーマッドトム 

(Chucky madtom) 

Noturus elegans (Ictaluridae family) エレガントマッドトム 

(Elegant madtom) 

Noturus eleutherus (Ictaluridae family) マウンテンマッドトム 

(Mountain madtom) 

Noturus exilis (Ictaluridae family) スレンダーマッドトム 

(Slender madtom) 

Noturus fasciatus (Ictaluridae family) サドルドマッドトム 

(Saddled madtom) 

Noturus flavater (Ictaluridae family) チェッカードマッドトム 

(Checkered madtom) 

Noturus flavipinnis (Ictaluridae family) イエローフィンマッドト

ム (Yellowfin 

madtom) 

Noturus flavus (Ictaluridae family) ストーンキャット 

(Stonecat) 

Noturus funebris (Ictaluridae family) ブラックマッドトム 

(Black madtom) 

Noturus furiosus (Ictaluridae family) カロライナマッドトム 

(Carolina madtom) 

Noturus gilberti (Ictaluridae family) オレンジフィンマッドト

ム (Orangefin 

madtom) 

Noturus gladiator (Ictaluridae family)   

Noturus gyrinus (Ictaluridae family) タドポールマッドトム 

(Tadpole madtom) 

Noturus hildebrandi の亜種 Hildebrandi 

(Ictaluridae family) 

リーストマッドトム 

(Least madtom) 

Noturus hildebrandi の亜種 Lautus (Ictaluridae 

family) 

  

Noturus insignis (Ictaluridae family) マージンドマッドトム 

(Margined madtom) 

Noturus lachneri (Ictaluridae family) ウォシタマッドトム 

(Ouachita madtom) 

Noturus leptacanthus (Ictaluridae family) スペックルドマッドトム 

(Speckled madtom) 

Noturus maydeni (Ictaluridae family) ブラックリバーマッドト

ム (Black River 

madtom) 

Noturus miurus (Ictaluridae family) ブラインドルドマッドト

ム (Brindled madtom) 

学名 一般名 

Noturus munitus (Ictaluridae family) フレックルベリーマッド

トム (Frecklebelly 

madtom) 

Noturus nocturnus (Ictaluridae family) フレックルドマッドトム 

(Freckled madtom) 

Noturus phaeus (Ictaluridae family) ブラウンマッドトム 

(Brown madtom) 

Noturus placidus (Ictaluridae family) ネオショーマッドトム 

(Neosho madtom) 

Noturus stanauli (Ictaluridae family) ピグミーマッドトム  

(Pygmy madtom) 

Noturus stigmosus (Ictaluridae family) ノーザンマッドトム 

(Northern madtom) 

Noturus taylori (Ictaluridae family) カッドマッドトム 

(Caddo madtom) 

Noturus trautmani (Ictaluridae family) シオトマッドトム 

(Scioto madtom) 

Oreochromis spp. (O. mossambiccus 

を除く全種 ) (Cichlidae family) 

ティラピア (Tilapia) 

Oxydoras spp. (全種) (Doradidae family) 
リップソーキャットフィッ

シュ、ブラックドラス、ブ

ラックシールデッドキャ

ットフィッシュ(オキシド

ラス) (Ripsaw catfish, 

black doras, black 

shielded catfish) 

Oxyeleotris heterodon (Eleotridae family) センタニガジョン 

(Sentani gudgeon) 

Oxyeleotris marmorata (Eleotridae family) マーブルゴビー 

(Marble goby) 

Oxyeleotris siamensis (Eleotridae family)   

Oxyeleotris urophthalmoides (Eleotridae family)   

Oxyeleotris urophthalmus (Eleotridae family)   

Pangasianodon gigas (Pangasiidae family) メコンジャイアントキャ

ットフィッシュ（メコンオ

オナマズ） (Mekong 

giant catfish) 

Pangasius bedado (Pangasiidae family)*  

Pangasius bocourti (Pangasiidae family)*  バサ(Basa) 

Pangasius conchophilus (Pangasiidae family)   

Pangasius djambal (Pangasiidae family)*  

Pangasius elongates (Pangasiidae family)   

Pangasius humeralis (Pangasiidae family)*  
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学名 一般名 

Pangasius kinabatanganensis (Pangasiidae 

family)* 

パンガシウスキナバタ

ンガネンシス (パンガシ

ウス科) (Pangasius 

kinabatanganensis 

(Pangasiidae 

family)) 

Pangasius krempfi (Pangasiidae family)   

Pangasius kunyit (Pangasiidae family)   

Pangasius larnaudii (Pangasiidae family) スポットパンガシウス 

(Spot pangasius) 

Pangasius lithostoma (Pangasiidae family)*  

Pangasius macronema (Pangasiidae family)   

Pangasius mahakamensis (Pangasiidae 

family)* 

 

Pangasius mekongensis (Pangasiidae 

family)* 

 

Pangasius myanmar (Pangasiidae family)*  

Pangasius nasutus (Pangasiidae family)   

Pangasius nieuwenhuisii (Pangasiidae family)   

Pangasius pangasius (Pangasiidae family) イエローテールドキャッ

トフィッシュ 

(Yellowtailed catfish) 

Pangasius polyuranodon (Pangasiidae 

family)* 

 

Pangasius rheophilus (Pangasiidae family)*  

Pangasius sabahensis (Pangasiidae family)*  

Pangasius tubbi (Pangasiidae family)* ショートバーベルパン

ガシウス 

(Shortbarbel 

Pangasius) 

Paratrygon aiereba Potamotrygonidae family) ディスカスレイ (Discus 

ray) 

Paravandelia oxyptera  (Trichomycteridae 

family) 

パンタナルパラシィティ

ックキャットフィッシュ

(パンタナル寄生性ナ

マズ)  (Pantanal 

parasitic catfish) 

Phoxinus erythrogaster (Cyprinidae family) サザンレッドベリーデイ

ス (Southern redbelly 

dace) 

Polyodon spathula (Polyodontidae family) ミシシッピパドルフィッ

シュ(ヘラチョウザメ) 

(Mississippi 

paddlefish) 

Protopterus aethiopicus (Protopteridae family) マーブルドラングフィッ

シュ (Marbled 

lungfish) 

学名 一般名 

Protopterus amphibious (Protopteridae family) ギルドラングフィッシュ 

(Gilled lungfish) 

Protopterus annectens (Protopteridae family) アフリカンラングフィッ

シュ(アフリカハイギョ) 

(African lungfish) 

Protopterus dolloi (Protopteridae family) スレンダーラングフィッ

シュ (Slender 

lungfish) 

Psephurus gladius (Polyodontidae family) チャイニーズソードフィ

ッシュ(ハシナガチョウ

ザメ) (Chinese 

swordfish) 

Pungitius pungitius (Gasterosteidae family) ナインスパインスティッ

クルバック(キタノトミヨ) 

(Ninespine 

stickleback) 

Pygocentrus spp. (全種) (Characidae family) レッドピラニア (Red 

piranha) 

Pylodictis olivaris (Ictaluridae family) フラットヘッドキャットフ

ィッシュ (Flathead 

catfish) 

Rutilus rutilus (Cyprinidae family) ローチ (Roach) 

Sargochromis spp. (全種) (Cichlidae family) 
ピンクハッピー/スレン

ダーハッピー/クネネハ

ッピー/ 

グリーンハッピー (Pink 

happy/Slender 

happy/Cunene 

happy/Green happy) 

Sarotherodon spp. (全種) (Cichlidae family) ブラックチンティラピア 

(Blackchin tilapia) 

Schilbe angolensis (Schilbeidae family)*  

Schilbe banguelensis (Schilbeidae family)* ゴールデンバーベル 

(Golden Barbel) 

Schilbe bocagii (Schilbeidae family)*  

Schilbe brevianalis (Schilbeidae family)* バターフィッシュ 

(Butterfish) 

Schilbe congensis (Schilbeidae family)*  

Schilbe djemeri (Schilbeidae family)*  

Schilbe durinii (Schilbeidae family)*  

Schilbe grenfelli (Schilbeidae family)*  

Schilbe intermedius (Schilbeidae family) シルバーバターキャッ

トフィッシュ (Silver 

butter catfish) 

Schilbe laticeps (Schilbeidae family)*  

Schilbe mandibularis (Schilbeidae family)*  
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学名 一般名 

Schilbe marmoratus(Schilbeidae family) ショルダースポットキャ

ットフィッシュ 

(Shoulderspot 

catfish) 

Schilbe micropogon (Schilbeidae family)*  

Schilbe moebiusii (Schilbeidae family)*  

Schilbe multitaeniatus (Schilbeidae family)*  

Schilbe mystus (Schilbeidae family) アフリカンバターキャッ

トフィッシュ (African 

butter catfish) 

Schilbe nyongensis (Schilbeidae family)*  

Schilbe tumbanus (Schilbeidae family)*  

Schilbe uranoscopus (Schilbeidae family)*  

Schilbe yangambianus (Schilbeidae family)* ヤンガンビバターバー

ベル (Yangambi 

Butterbarbel) 

Schilbe zairensis (Schilbeidae family)*  

Serranochromis spp. (全種) (Cichlidae family)   

Serrasalmus spp. (全種) (Characidae family) レッドアイピラニア 

(Redeye piranha) 

Siganus rivulatus  マーブルドスパインフッ

ト(アミアイゴ) 

(Marbled spinefoot) 

Silurus spp. (全種) (Siluridae family) ヨーロッパオオナマズ 

(European 

catfish/Wels catfish) 

Tilapia spp. (T. buttikoferiを除く全種) 

(Cichlidae family) 

レッドベリーティラピア/

ブラックマングローブシ

クリッド/スポッティドティ

ラピア (Redbelly 

Tilapia/Black 

mangrove 

cichlid/Spotted 

tilapia) 

Tinca tinca (Cyprinidae family) テンチ(Tench) 

Tomeurus gracilis (Poeciliidae family)   

Tor spp. (全種) (Cyprinidae family) リバーカープ、デカンマ

ハシール、ハイバックド

マハシール、ジャンガ

マハシール、タイマハ

シール (River carp, 

Deccan mahseer, 

High backed 

mahseer,  Jungha 

mahseer, Thai 

mahseer) 

学名 一般名 

Valencia hispanica (Valenciidae family) バレンシアトゥースカー

プ (Valencia 

toothcarp) 

Zacco platypus (Cyprinidae family) フレッシュウォーターミ

ノー(オイカワ) 

(Freshwater minnow) 

 

届出対象の有害魚/ 海浜植物 

Acanthogobius flavimanus  マハゼ (Yellowfin 

goby) 

Amniataba percoides バンデッドグランター 

(Banded Grunter) 

Caulerpa taxifolia クビレズタ(ウミブドウ) 

(Caulerpa) 

Misgurnus anguillicaudatus ドジョウ 

(Weatherloach, 

Oriental 

Weatherloach) 

Oreochromis mossambicus  ティラピア、モザンビー

クマウスブルーダー 

(Tilapia, Mozambique 

Mouthbrooder) 

Perca fluviatilis レッドフィンパーチ 

(Redfin perch) 

Phalloceros caudimaculatus  スペクルドモスキートフ

ィッシュ、ダスキーミリ

オンズフィッシュ 

(Speckled 

mosquitofish, dusky 

millions fish) 

Tridentiger trigonocephalus  トライデントゴビー(アカ

オビシマハゼ)、カメレ

オンゴビー、ストライプ

ドゴビー、ジャパニーズ

ゴビー (Trident Goby, 

Chameleon Goby, 

Striped Goby, 

Japanese Goby) 

さらに多くの魚種が有害魚としてリスト

に追加されていきますか?  

全国的戦略の一環として、現在も多くの魚種について

引き続き評価が行われています。こうした評価の後、
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全国有害魚リストに魚種が追加され、続いて NSW州

で有害魚に指定される場合が多くなっています。 

こうした評価作業は継続中であり、今後も更新情報を

お知らせします。  

勧告期間は 2017年 9月 1日に終了し、新たに追加

された魚種については同日より遵守が義務化されます 

 

詳細情報 

www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity  

Eメール: aquatic.pests@dpi.nsw.gov.au 

電話: (02) 4982 1232 

本案内書は、カンボジア語・ベトナム語・日本語・簡

体中国語・繁体中国語でも発行されています。これ

らの言語の案内書をご希望の場合は上記の連絡

先へご連絡ください。 

 

© State of New South Wales through the Department of Industry, Skills and Regional Development, 2017. NSW Department of Primary Industries 

You may copy, distribute and otherwise freely deal with this publication for any purpose, provided that you attribute the NSW Department of 

Primary Industries as the owner. 

Disclaimer: The information contained in this publication is based on knowledge and understanding at the time of writing (September 2017). 

However, because of advances in knowledge, users are reminded of the need to ensure that information upon which they rely is up to date and to 

check currency of the information with the appropriate officer of the Department of Primary Industries or the user’s independent adviser. 

 [INT17/59043] 

http://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity
mailto:aquatic.pests@dpi.nsw.gov.au

