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帰化植物とつきあうにはなにが大事なのか

一特に近畿地方における帰化植物の分布の動態，現状と関連して-

植村修ニ*

要約-筆者が円滑化槌物メーリングリスト」へ投稿した

情報などをもとに，帰化植物の同定，侵入・定義の近年の特徴，

定着後の分散についてまとめた。総入物資を扱う貿易港やそ

れらが運ばれる工場などは，第二次大戦後非意図的に帰化植

物が繰り返し集中して侵入したため「帰化センター」と呼ば

れた。現在， r帰化センター」として機能する場所は激減し

たが，輸入緑化種子や園芸用土の爽雑麓子，親食用植物の逸

出やマニアによる移槌など侵入経路は多岐にわたり，帰化植

物の侵入が広範屈にわたっている。定着後の分散事例として

は，花が美しいため意識的に徐草を免れて道路沿いに伝搬し

たナガミヒナゲシ，都市部や市街地の毎日選に適応した路面間

際雑草や大規模開発に伴う造成地に広がる先駆植物となる帰

化植物などが挙げられる。開題となる帰化植物の侵入分散

および繁茂に対しては，メリり取りを行うことで抑制すること

が有効な手段になりうる。

キ…ワード:メーリングリスト，帰化センター，観賞用植物，

E各国潤隙雑草，造成地

Keywords: mailing list， enむypoint， omamenta1 p1ants， weed in pave-

ments， deve10ped 1and 

1. はじめに

わが国において記録された帰化楠物は 1，200麓，l-j、上と考え

られている(清水2003)。しかしながら，消滅する，あるい

は消滅と侵入を繰り返す種も多く，定着の実態を含めて帰化

横物の現状を正しく把握する必要がある。筆者は過去40数

年に渡り，近畿地方を中心として帰化植物の動向を観察して

きた。こうした経験や採集した帰化植物の栽培により得られ

た情報をもとに，帰化植物メーリングリスト(日制rp1ant@
ml.a飴℃伊.jp)に調設さ当初から多数の記事を投稿し運営を支

えてきた。

このメーリングリストは，帰化植物に関する情報を交換す

る目的で，農林水産計算センターのサーバ上に 2001年に開

設された(森田 2∞3)02011:9三9月14日の時点で，参加者約

5∞人，投稿記事数5，∞oとなっている。「帰化槌物メーリン

*大阪府立f足芸高等学校食品加工科

千 587-0051 大i波府堺市美原IR北余部 595ω1

Shuji Uyemura: What are important to associate with naturalized 

plantsつ一一withreference to changes and present situation in distribu-

tion of naturalized planls in Kinki district， Japa日

(2010年9月27日受付， 2012年4月25EI受理)

グリストjの投稿記事は，件名に [natwp1ant:投稿番号]が

付記されて配信される(たとえば， [na似rp1ant:4459J Re:奇

妙なツメクサ)。本稿での投稿記事の引用にあたっては， [ J 
内に投稿者，投稿番号を併記して示した。投稿者の表示がな

いのは筆者の投稿である。

本稿では，これらの情報をもとに， r帰化植物とつきあう

にはなにが大事なのか」というポイントのとりまとめを試み

た。なお，本文中に示した帰化植物の和名，学名は原則とし

て清水 (2∞3)に従った。また，本稿の記述は筆者の観察に

基づいたものであり，地域や立地によっては内容や結来が異

なる可能性がある。

2. 正しく帰化植物を陪定する

筆者にとって未知で，帰化植物と考えられる植物を採集し

た場合，文献や標本を検討して，これまでに報告されている

種のどれに相当するのかを明らかにする悶定を行う必要があ

る。近年. Web上に世界の植物に関して豊富な情報が流され

ているが，新帰イ回直物の場合はその学名が正しく同定できで

はじめて. Web検索による情報収集が可能となる。

何らかの目的があって意閤的に持ち込まれたものは，導入

時点でその種名が付されている。問題は非意関的な侵入の場

合である。非意国的に渡来した疑いのある種は輸出国におい

て普通種と考えられる。そこで，まず各国の一般市民などを

対象とした植物ガイドフマックを参照して該当する種を調べた

上で¥モノグラフやフロラなど専門委を調べる手}I[買を踏む。

調べる際に，原産地や帰化している地域，生育環境など f分

類とは直接関係のない記載」を克ておくと，そこから同定の

手掛かりが得られることも多い。たとえは近畿地方への侵

入当初，温室内や競葉植物の鉢物によく発生したナガエコミ

カンソウ (Phyl/anthllstenelllls)は， James and Harden (1990)の

記載にある“Weedy，annua1 herb of gardens， glぉshouses"が同定の

決め手となった(植村 2∞0)。

3. 9署北植物の動向を探る

帰化植物が地域や国の槌物相(フロラ)の一員となるため

には，侵入定者，分散の 3段階を踏む。野外で新たな帰化

植物を見つけた際，周囲の状況や問所に生育している植物を

記録し種子や生きた植物体を持ち帰って栽培して観察する

ことで，その種がその後，定着，分散するかを見当づけるこ

とができる。そのため，いつでも採集できるようフィルムケー
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ス，三角に折った厚手のレジ袋と湿らせて植物体の萎れを紡

ぐ百的のティッシュペーパーを筆者は常時携r貯している。

(1 )侵入と定着 「帰化センターJの変化など侵入・定着

の近年の特徴一

日本は穀物など多くの農産物を輸入しており，輸入穀物に

爽雑して非意図的に侵入する種子については浅井ら (2∞7)

の報告がある。輪入物J資が荷揚げされる貿易港やそれらが運

ばれる紡績工場，製粉工場，牧場などは，非意図的に帰化植

物が繰り返し集中して侵入したため「帰化センターjと呼ば

れた(浅井 1993)01980年頃までは港湾部の埠頭，特にサイ

ロや引込み線、付近に輪入物資の爽雑種子に起因する植物集団

が見られ，そこで、新たな帰化植物が記録されてきた。

しかし現在では，多くの港湾において引込み線の廃止など

の港湾整備，原料輸入から半製品輸入や製品輸入への転換.

コンテナ輸送の普及により，これらの場所が r1語化センター」

としての機能をすでI失っている。また，港湾部の舗装によ

り，新たに侵入した帰化調物は路面の間隙でも育つものしか

開花，結実していない。これについては， r路iID間隙雑草」
として後に詳述する。未舗装の場所においても，頻繁に行わ

れる除草剤散布により帰化槌物が定着しなくなってきた。

すなわち，侵入する植物の生物的特性を基本に，社会的要

罰の変化によって，侵入と定着の様態や「帰化センタも

変動する。以下にそれらの特徴的な事関をあげる。

事例 1，オーストラリア産原毛に伴う帰化植物

1950年代から 1970年代にかけて紡績産業が盛んであった

日市市から伊勢市にかけての臨海地域では，オース

トラリア産原毛輸入に伴う新帰化植物が地域の植物研究家太

田久次氏によって多く記録されている(太田 2010)。

1974年に，筆者は三重県三重郡楠岡J(現・四日市市)の T

紡績工場の構内でカギミギシギシ (RulI1ιxbmwnii)，アレチモ

ウズイカ (VerbαSCl[111ν'irgalulI1)などを採集し爽雑種子が含

まれる原毛クズを家庭用ポ1)袋Mサイズ、で、持ち帰った。こ

れを約半量ずつ同年9月，翌年4月の 2閉，自宅敷地内(大

阪府箕闇市)の表土に浅く耕起して混入し，これを「放任状態J
として発芽してくる植物を記録した。その結果，生育を確認

した 12科44撞を第 i表に示した。翌年以降も結実に歪り採

種できた植物については， r放任状態」での観察に加え，播

麓と採種を繰り返し f栽培維持jとして「放任状態jとは

目立に記録した(第 l関)。

原毛クズからジャコウオラン夕、フウロ (EmdiulI11I1oscha-

tWI1) ，トゲオナモミ (Xanlhillll1spinosul11) ，ヒゲナガスズメノチャ

ヒキ (Bm11111Sdiandrus) などの付着散布型種子を持つ植物が

多く発生し全出現種の 34%が付着散布型で、あった。「放任

状態」では，翌年には出現稜数が半減し 20∞年以降も生育

を続 け た 種 は ハマチャヒキ (Bml11ushordeaceus subsp. 

hordeacells) ，ヒゲナガスズメノチャヒキ，未同定のイネ科2

種の合計4稜で，そのうちヒゲナガスズメノチャヒキが最も

多く発生した。 2∞9年，かつてオーストラリア産原毛が扱わ

れた三重県津市にある K紡績工場付近でヒゲナガスズメノ

チャヒキの大群生を見ており，この結果とよく一致している。

f栽培維持jでは， 2010年までヒメブタナ(的;pochaeris

glabra)，シオザ、キソウ (Tage郎 minllta)，スズメノチヤヒキ腐

の 1f霊 (Bmfl111Sarenarills) ，チャボチャヒキ (BmlllllSI1lbens) ， 

ヒメムギクサ (Hordeumhystrix) と未同定のイネ科2穫が維持

できている。

f栽培維持jで維持できた種が「放在状態jでは消滅した

一回に梅雨の時期に休眠性を欠く種子を生産する性質が考え

られる。両条件で維持できなかったどロードアカツメクサ

(刀扮lillll7hu制的は梅雨時期に結実し長雨に遭うと種子は

親植物体上で苓に包まれたまま爽内で発芽した [3144Jor栽
培維持jでのみ維持されたチャボチヤヒキも地問に落下した

種子が降雨によって水分を吸収して発芽しその後，これら

の幼植物は死滅した。これらと同様な現象が起き，r放任状態」

で定者できなかったと考えている。

原毛クズは東海から近畿地方，四国にかけての果樹闘，茶

焔などで堆肥として利用された。そのため，直接農耕地にオー

ストラリアからの帰化植物が持有込まれた。これらは，主に

オーストラリアの農耕地に見られる帰化植物 (Lampand Collet 

1989)で，オーストラリアでは定着しているが，近議地方で

定義したのはわずかな種で、ある。筆者は大限府南部を調査し

この堆肥が施用されたミカン園でモンツキウマゴヤシ (Medi-

cago arabica) [195]， ヤワゲフウロ (Geran日[/11/J1011e) (植村

1989)の定着を認めた。ヤワゲフウロについては，近畿地方

の各地から問様の情報を得ている [195，村上 722J。

事例 2.牧場・牧草地周辺に晃られる帰化植物

牧場や牧草地周辺は輪入牧草種子を使用するために帰化セ

ンターとなる。そうした立地で筆者はこれまでエゾノギシギ

シ (RllIl1ぼ obll/sifoliussubsp. 0加[sifolius)，ワルナスビ (Solanlll/1

cam!inense) ，シラゲガヤ(肋!cus!anallls) などの帰化植物を

確認している。東北地方では広く定若しているハルザキヤマ

ガラシ (BGI加f間切なaris) (橘ら 2∞2)が，広島県東広島市

において，uJ開放牧場跡付近にのみ生育していることから牧

草撞子に提入した侵入が疑われる[4294J。また問所に克ら

れる北アメリカ原産のハナガサモドキ(陥伽叩1lI1ic伶'!ia)は，

生育状況から植物体が家音に食べられて種子が分散されたと

思われる [4294J0 

外来牧草の自生化に関連しては法面緑化の開題があり，こ

れについては後述する。

事例 3.牛糞に混入した輸入飼料由来の帰化植物

わが聞の畜産は輸入濃厚鰐科に依存している。そのため，

牛糞や鶏糞カf肥料として農地に投入されると，輸入飼料の爽

雑種子に由来すると思われる帰化槌物の発生が観察される
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名品
ナ

第 1表 三重県松j~1J (現四日T同庁)の紡綴工場より持ち帰ったオーストラリア篠原毛クズより発芽した横物

科名 {椅考4'

ナデシコ

ヒユ

タデ

アブラナ

モクセイソウ

マメ

ミカン

フウロソウ

セリ

キク

カヤツリグサ

イネ

Scleran/lllIs al1nl/l1S L 

Silene gallica L. var. gallic.α 

AmGlτ7I1/hus powellii S. Watson 

Rum己xcrispusL

BI1ωsica/oul7lφ11iiGou剖1

Rapis/l1Il/1l11goslIm (L.) AII 

Sisrmbrillll1 irio L 

SisYll1bバUII1orientale L 

R四 edalu/.印 L

1i'!foliull1 hil官IlI1AII

刀'ijoliul11sub/en即日1I11L.

1i'ijolium SI俳ca/ull1L

BO/即 masp.

ιIvdiUII1 bOllys ( Cav.) Be目01.

ElVdium moscha/ulI1 (L.) L' He' f. 

Apiacea，巴sp.

。αIICUSglochidia/lIs (Labill.) Fisch 円 c.A. Mey. etAve'-LaI詰札i上. 
;11町r:1.的O叫I的fho昨ec日C印ど日71，σ臼1帥 la白J(Lし.)Levy戸n

Bid.出Z広spi10ゐ'/}'(α1L. var. radi占}αfια7Sch.Bip. 

CoωluI<わ7bijJinηFη町1花凹ια7/.ωαTη11U!抗lb

Hypochao官 gl，α'b，ロL.
Tagel四 mil1u/aL.

Xanlhilllllゐ.7JU10SIIIIlL. 

C)7Jerus esclI/entus L. 

AglVslis Sp. 

Avel1a bl'zantil1a C. Koch." 

Avel1a Fatuoid31 

βIVl/1usafT、lI1adri/，日1SisL. 

BlVmus即日目川出Labill

B1VlIlllS diandl1ls Roth 

BIVIII1日hO/deaceusL. subsp. hO/deacellS 

B1VJ/lUS rub四百し

日/oris滅的II1ca/aR.Br.

EraglVs/is ciliallensis (AII.) Link ex Janchen ，. 

お}口'gl口's/islI1il1or Host 

Erag1Vs/is Sp. 

Holcus lanalllS L 

HO/deul11h)彼自なRoth

HO/delllll mllril1l11ll L 

HO/de1llllv1I.伝'al-eL.

LoIiIlI11I11UI/!f1011l1l1 Lam 

PO(vpogol1 mOl1speliensis (L.) DesfJl 

1i'i/icull1 aesliv1II11 L 

VzI令iaaff. my1llvs (L.) c.c. Gmel. var. my1llvs 

手口 名

シパツメクサ

シロパナマンテマ

イガホピユ

ナガパギシキ、シ

ハリゲナタネ

ミヤカヲシ

ホ、ノエガラシ

イヌカキネガラシ

キバナモクセイソウ

ビロードアカツメクサ

ジモタjツメクサ

カタノミツメクサ

ボロニア属

ツノミオランダブウロ

ジャコウオランダフウロ

セリT"I
ゴウシュウヤブツ、ラミ

ワタゲハナグルマ

オオバナノセンダングサ

タカサゴトキンソウ属

ヒメフテタナ

シオザキソウ

トゲオナモミ

ショクヨウカ。ヤツリ

ヌカボ成

栽培現カラスムギ(アカエンバク)

雑草型カラスムギ.(ファツオイド)

マいjートチャヒキ類似種

スズメノチヤヒキ属

ヒガすガスズメノチャヒキ

ハマチャヒキ

チャボチャヒキ

チャボヒゲシパ類似後

スズメガヤ

コスズメカ、ヤ

スズメガヤJm

シラゲガヤ

ヒメムギクサ

ムギクサ

オオムギ

ネズミムギ

ハマヒエガエリ

コムギ

ナギナタガヤ類似種

原産地

欧州

欧州

jヒ米

欧亜大i箆

地中海沿岸

地中海沿岸

砕'ilRx
欧州

欧州・商亜

欧

欽

欧

欧州

区粗大!設

豪

雨l'巧
祭¥:)¥ミ
kさまt
家、

欧州、i

~!\:)\と

欧州

，災

欧州

欧立巨大陸

欧州

欧波大i塗

欧州

地中海

欲ナ1'1

1!!i]E 

@;箆大陸

1!!i]E 

0， 

D今

D、

D、

。、

+ 

十ひ、

D、

十

Dラ

十+ひ、

一←

十+0、
十十

十ひ今

+0ラ

十ひ、

D、

十十Dラ

I)わが閣にも自生する種

2)リストペ3の学名は Floraof Australia Vol. 44A (2∞ヲ)に従った。

3)大阪府立大学の山口裕文博士に栽培エンバクが変呉して脱粒性を獲得した“Fatuoid"と呼ばれるものとご教示いただいた。

4)第 i留の2∞0"1三まで「放任状態jで生育を続けた種には件.r栽培殺持Jで紘持された援には+.付表散布波穂子をもっ穫には 0，を備考に表

記した

i主)第 1[苅の「放任状態」の 1975年の種の内訳をぷす。実験条{牛は第 Ilillを参照。
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第 1図 オーストラリアilEftll:.f:クズより発芽した帰化植物の穣数のj首長

注) 1974年に三霊県松jlllJ(現:Illi日市市)のT紡綴工場より持ち帰った

原毛クズを 1974ij三9月.1975:f手4月の2図，家庭用ポリ袋Mサイズ

(25 cm x 35 cm)程度の設のおよそ半量;ずつを筆者自宅(大阪府箕面市)

の庭の表ニヒに混入して施用 (0.8111x 0.5m)。栽喰維持 発生後に開花し，

採種でき，翌年よりj苛所にて播穏して育てることのできた種。放任状

態 1976年以降，殺培維持の個体から落下した様子で翌年に発生・生育

した積。シンボルの?!!¥い年は.自宅の改築などで欠i刻。

第2表牛糞がI似有された土地で発生を観察した帰化植物

干14古 学名 出典

定着した種

イチビ Ablltilontheophrasti 

ウサギアオイ ivfal悶 P叩vifi間口 (植村 1984) [632] 

トゲミノキツネノボタン Ranl/llCl伽:S/J1l1ricatlls [930. 26舛]

ゴウシュウアリタソウ料 Chenψodill/J1 pllmilio [1296J 

一時的な発生に終わった種*

< 1970年代後半，大阪府堺市>

キクザアサガオ

ツタノノ、とルガオ

(主色村 1981) [728] Jpoll1oeap町一tigridis

lvfen即 1iahederac印

< 1980年代，大阪府池関市・堺市>

ミナトアカザ、

ヒユI，'rr，数議

Chenopodiul11 /J1l1rale [632. 3249 J 

AI11G/αnthlls spp. 

< 1980 :fド~1990 年代，大|波月守大阪市>

ノムラサキ料 μrpPllla /J1yosotis 

アメリカキンゴジカ料 品daspin，品。 [1296]

ヒメイラクサ料 υ'licalllr?1釘 [1296J 

キ一時的な発生のものについてのみ，観察地を<>rJgに記殺した。
料乾燥キ焚に由来すると考えられる1~}化核物(それ以外の極は，牛糞
または牛糞封切包に由来する。)

(第2表)。筆者は果実が黒熟する型のイチビ (Abllti/ontheo-

phrasti) は遠くからでもよく目立ち，牛糞由来の一時的な帰

化横物を捜す目印にしていた。しかしイチどなど一部の種

を除色定者に至る帰化横物は少ない。多くは一時的な発生

第2図 フロッコリー畑に雑草fとしたゴウシュウアリ夕、ノウ
(2脚年 10月，大阪府大阪市)

に終わり，その後生脊が見られなくなる。

1980から 1990年代にかけて，大阪市南部にある有機栽培

にこだ、わって特別な肥料を使う農地で一時的な帰化植物がよ

く発生した[1296J。このような農地の所有者に尋ねたところ，

いずれも乾燥牛糞を施用していた。乾燥牛糞を施用した農地

で発生したゴウシュウアリタソウ (Chenopodillm Pllmilio) は，

定義して秋播き野菜の生育初期に競合で雑草害を及ぼすこと

もある(第2国)。ゴウシュウアリタソウは発芽後わずかの

期郊で結実する(岩崎 2004) ため，*jl:起回数が多い軟弱野菜

栽培ではゴウシュウアリタソウの生きた槌物体を鍬込むこと

で種子が分散され，逆に増殖をまねいていると推祭される。

事例 4. 輪入国芸用土由来の帰化植物

輸入された園芸用土は新たな帰化植物の侵入経路として注

目される。

筆者らは兵庫県神戸市内の市街地にあるウッドボックス内

でアフリカフウチョウソウ (Cleome I7Iti，正わIspem1Q)の実生が多

数発生したことを報告した(椴村・水田 2002)。馬問に侵入

経路が存在しそうにないため用土を疑ったところ，ヤシ殻や

/くークを材料にしたI住月巴カfアフリカフウチョウソウの'li'百イヒlこ

関係していると推察された。ヤシ殻t制巴の主な輸出元はスリ

ランカであった[1129J。そのため.アジアの熱帝域に自生

する，あるいは現在帰化している種，たとえば，カッコウア

ザミ (Ageratlllnconyzoidω) [345]，マルパツユクサ (Commelina

benghalensお) [593]，担子態類のオオシロカラカサダケ (Chわ四

lvphyllUI11 molybdites) [1 096J なども同経路で侵入してきたと

推察される。

事例 5.緑化植物由来の帰化植物

1960年代半ばから 1970年代にかけての高度経済成長期に，

都市近郊にある丘陵で、は大規模な道路整備や宅地開発が行わ

れた。降雨の多いわが国で、は，開発によって生じた法面や造

成地はそのまま放置できないため，輸入牧草種子の吹き付け
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第3表 輸入牧草とそれに由来すると考えられる帰化横物の定着状況
(大波府堺市泉北ニュータウンの!日U)

吹きつけ緑{むこ使用された玄な輸入牧草種子

ベントグラス(コヌカグサのf中前 Agl間 tisspp.

ホワイトクローバー(シロツメクサ 1i'ifolillll1Iψens 

輸入牧草稜子の爽雑種子に由来すると考えられる帰化植物

定義した稜

セイヨウノコギリソウネ

ブタナ

Achilleami/.鳥浄'lilllll

Hypocha.日 官radicata

Sheraniia G/vensis 

Parenlllcelliaν'Iso品 目

ハナヤエムグラ*

セイヨウヒキヨモギ

コゴメパオトギリ

クスダマツメクサ

ノハラナデシコ*

めpericlll1/pelforatllll1 subsp. chine/1se 

1i'ifolillll1 campestre 

イヌコモチナデシコ

ハナヌカススキ

一11寺的な発伎に終わった滋

キゾメカミツレネ*

ヤネタビラコ

イヌカミツレネキ

ハタザ、オガラシ

トゲナガミゲシネ権*

ヒナゲシ*ネネ

Dianthusωηlena 

PetlVdlagi，αnanteulii 
Aircαeた'[;al1l/.品cllnα

ノlnthemi~arvensis 

Crepis leclorull/ 

1i'iplellrospem11l11/ pe(ブoralllm

Sisymbrilll1/ altissill/lIl1/ 

Papavera伊 none

Papaver rhoe.田

アツミゲシ本 Pψ由研.setigel7ll11 

ネ2010現在，わが僚では局地的に定着しているが，侵入後数年で絶え

た均百?も多い。
料金脊個体数が多く，植村・片橋(1978)でlま「今後定着するjと
考えて報管したが数年で絶えた。
時植村・片橋(1978)の報告には絞せなかった記録穣。

緑化が行われる。この際に使用した牧主主が逸出しまた，輸

入牧草種子の爽雑種子に由来すると考えられる帰化植物が直

接，内陸部へ侵入した。しかしそのうちで定着に至った種

は数少ない(第3表)。現在までに定器が認められた麓は，

共通してイネ科樋物が優占する草地に好んで生育する性質を

もっと考えられる。

準備 6. r郷土種Jの導入に由来する帰化植物

人の管理が及ばない，あるいは不十分な状態で¥本来の自

主主地から離れた場-所への種苗の導入は，その種固有の地理的

分布や遺{云子的級成を撹乱する。 1980年頃より，輸入牧草撞

子に代わつて在来種のハギギ、類(包L正ω盟>pedeza伺sp仰pβ.よヨモギ (μArt.約Eωω捌'/J1問1応おお守i幻G 

i的ηdic.叩σ) などが「郷土種Jと呼ばれ，山地の緑化に積極的に飼

いられた。さらには，同じ種の韓国，中国産輸入撞子も「郷

土種Jとして使われた。こうした外来の f郷土種jの問題は，

総入された「郷土種Jが在来種と区別できない状況で定策す

ることである。

外来の「郷土種」に混入したイヌハギ、 (Lω>pedezatomen-

ωIsa) (問中 2∞4)，アオイカズラ (Streptolirion/inem官) (植村

2007)など，地域のレッドデータブックに載るような種も生

育することがある。これらが「保護すべき植物が新たに見つ

かったJと扱われることも問題である。これらはわが国に自

生する種の外来系統であり，部分帰化と呼ばれる(浅井

1993，植村 1994)。部分帰化は遺伝子的撹乱の原因となる O

このため， r保護すべきとした植物が実は除去すべきもので

あったJという矛属した結果を生む。大阪府高槻市の植物研

究家である商川一郎氏が外来と判断したキクタニギク (Clllヂ

santhemum seticuspe王bOI印刷の株は，部分帰化と思われる山

口県産のキクタニギク(植村 1998) と同じ DNAパターンを

示した(深井・宮武2∞5)。長年，高槻市のフロラを見てこ

られた商川氏にしてはじめて，その地域に自生する個体群の

判定が可能であった。しかし践111氏が他界された今となっ

ては， ['絶滅に瀕していたキクタニギクが復活して最近増え

てきたjと間違って理解されることも当然ありうる(植村

2007)。
以上の理由から，関産，輸入を詞わず， ['郷土種jの使用

は即刻中止しなければならない。

事例 7.観賞用棺物・庭園樹木の逸出に由来する帰化植物

住宅地内の道端き家，更地にした場所，ゴミ捨て場な

どは観賞用の罰芸植物が逸出しやすい。逸此定者した観賞

用植物として，オシロイパナ (Mirabi/isja，わpα)，アメリカノ

ウゼンカズラ (Campsisradicans) ，ハナニラ(や'heionl/niflo同

rlIm) などがあげられる。ノハカタカラクサ (Trad.ωcantiasu-

minensis)は，斑入禁の状態、では逸出しにくいが先祖返りして

緑葉に炭ると，逸出して旺盛に繁茂する(杉本 1967)。

品種改良の進んだ、パラ (Rosal:ちか'ida)やチューリップ(刀tlljフα

gωl1eriana)は人の管理下を離れでは主主育，繁殖できず，やが

て消滅する。一方，我が臨の気候に適合する栽培品種が作出

され，それが逸出した事例がある。ヒメキンセンカ(Ca/endu/a 

anJensis) は神奈川県に一時的に帰化した記録がある(大場

2∞1)。筆者がヨーロッパから種子を取り寄せて栽培したヒ

メキンセンカは地面に落ちた種子が梅雨時期に一斉に発芽し

た。そのため，採種するには毎年結実期に雨よけする必要が

あった。ところが最近， ヒメキンセンカの野生化が東京都八

(広田 2∞>3)などで確認され，これにはこの種の栽培

品撞‘冬しらず'の普及が鰐連すると思われる〔歌J[I 1536J 

[1540J。

人為交配による種間雑麓は自然界に存在するものとは異質

で，通常は自生しないと考えられる。しかしペチュニア

(Petul1ia X hybrida) (長田 1976)，ヒメヒオウギズイセン (00-

cωl1ia X clVcosmiflora) (長田 1972;1976) などがわが国各地

で逸出している。いずれも，わが国では近縁の在来種は存在

しないため，これら雑種の逸出による遺伝子的援乱は起きて

いない。しかし交配親となった種が自生する原産地にはそ

の危険性があるため，関連する撞問雑種の導入を規制すべき

である。
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わが国においては離島を除いて，外国産樹木が野生化する

例は諸外国に比べて少ない。大阪府の丘陵地に造成された泉

北ニュータウン(堺市)や千里ニュータウン(豊中市・吹田市)

では，周辺のアカマツ林(アカマツーモチツツジ群集)， コナ

ラ林(コナラークリ群落)に鳥が種子を運んだと思われる庭

菌槻由来のナンテン (Nandinadomωtica) ， トウネズミモチ

(Ligllstrum lucidum)などの実生が見られる(橋本ら 1996)[474J。

公園や街路に植栽されるシナサワグルミ (PfelVcmyastenop-

tera) とシンジ、ユ (Ailanthusalt郎ima) とはどちらも風散布種

子をつける。シンジュで、は，植栽樹の周囲にその実生が場所

を選ばず発芽して生育する。周囲に保全すべき環境が存在す

る場合，このような樹麓の選択は好ましくない。一方， シナ

サワグルミでは，植栽樹の下に多数の実生を毎年見るものの

育つことはなく， 111岸に沿った場所でのみその後も成長する。

この例が示すように，外出産樹木は必ずしもその生育適地に

植栽されてはいなし、。したがって， どのような場所に逸出し

ていくかを観祭しておくことで，公民や都市縁地において導

入した樹木が逸出しにくい植栽計画を立てることが可能とな

る。

事例 8，マニアによる移植に由来する帰化植物

マニアが山野草，アクアリウム用の水草，食虫植物を意問

的に自然界に持ち込む例は後を絶たない(第4表)。確信犯

的行為により定着しそうな環境を見極めて実行される。この

ため，普通は帰化植物にはなり得ないと考えられる植物が，

時として河川，訪日泊，湿地などの特殊な環境下で、異常繁婚す

る結果を招き，深刻な問題となる。また，意図的な移植とは

ないが，自然度の高い地域においてハイカーたちが持ち

込んだ食品残i査に由来して，キウイ (Actinidiachinensis)，オ

ランダガラシ(Nasfllrtillll1qfficinale)カf広カすっていることカ宝ある。

(2)定着後の分散の動向

した種が分散する否かの判断は，侵入後3年経過すれ

ばおおよその見当がつく。

tこメムラダチヒルガオ (Convolν'lI1uspiloselL伶>lius)は 1994年

に兵庫県神戸市で記録され(清水2∞>3)， 2011年現在も岡地

に現存する。しかし 11'*に由来する栄養繁殖系のためか全

く結実せず，分散していく様子も見られない。 1960年代まで

第4表 マニアによる玄関的移ti!iが疑われる箆l芸植物性i来の帰化植
物のjJij

手自 名 出止さ~ ゐ'
づ'f.コ

ミズヒマワリ 砂 川ぽ'01目白spilanthoick国[篠原796J

エフクレタヌキモ UtriclIlaria u?flata 神戸事Ir関lホームページ
(2∞2) [1197J 

ハナガガフヲ NYl/ijJhoid.四日'qllatica 水田 889J

ナガエモウセンゴケ DI回目'(1inte/1l1edia 十河・西本 (2004;2005) 

シラユキゲシ Eomecol1 chionantha 奥津2954J

アルストロメリア Alstmemeria cvs， [3873 J 

はよく見られた水悶裏作のゲンゲ (Astragalussinicus)は水田

の枠を越えて広がることはほとんどない。

栽培横物として意図的に導入する場合，自然界へ分散しに

くい稜の選択が望ましいが，これには地域差がある。大阪府

においてオオハンゴンソウ (Rudbeckialaciniata) を観賞用に

栽培すれば問題なく育つが逸出する様子は見られなかった

[2371J。しかしこの撞はわが国の冷涼な地域では大繁殖し[安

田2862，笠2866J，特定外来生物として規制されている。

(3)分散のパターン

帰化植物の分散パターンには， I)比例的にゆっくり個体

が増加， 2)指数的に個体が急増， 3)比例的にゆっくり個体

が増加しある持点を境にして指数的に個体が急増，の 3パ

ターンが存在する。新たに侵入した帰化様物の多くは，在来

種を含めた複数の種が共存し互いに影響しあって広がるた

め， I)の推移を示す。しかしおや 3)のパターンで広が

る種もあり，以下にそれらの事例を紹介する。

事例 1. ナガミヒナゲシの分散への人の関与

1976年，大i夜府泉南地方で見いだされたナガミヒナゲシ

(Papavel・dubium) はわずか数個体であった(植村・片橋

1976)。しかし現在は，大阪府内の市街地を中心にごく普通

に見られる。

ナガミヒナゲシは種子生産量が多く，美しい花が親しまれ

て人が意識的に倍強ltさせる可能性が高いと考え，発見後その

動向に注目してきた。大阪市南部から堺市にかけての住宅地

域では，鉄道線路や道路沿いによく花壇が作られ，定期的に

行われる除幕作業からもその部分だけ免れていた。 1980年代

にそのような場所にナガミヒナゲシが持ち込まれ，線路沿い

や中央分離帝に広がった現場を各地で目撃した。ナガミヒナ

ゲシは現在全面的に増加傾向であり(吉田ら 2008)，その分

散が人の主観的な行為が加わって加速された可能性が高い。

事例 2.栄養繁殖のみの帰化植物の分散

自家不和合性やJlt!t雄異株の櫛物が l個体だけ器入した場合

には種子繁殖できない。したがって，先に述べたヒメムラダ

チヒルガオのように栄養繁殖で、増殖して定着した帰化槌物で

は，分散が起きないか，あるいは分散速度が遅く，長距敵に

わたる分散は起こりにくい。しかしこの点を克服して分散に

至る種もある。

オオキパナカタバミ (Qmlispe宮町caprae)は土砂の移動の際

に小鱗茎が混入すると長距離にわたる分散も起こる。批lt雄巽

株の水生植物であるオオフサモ (Myriophyllllll1aqua白'clIIn)，オ

オカナダモ (Egeriadensa)はわが国で、は現在，雌株あるいは

雄株どちらか一方が揃わず，当然種子繁殖はできない。した

がって，栄養繁殖のみであるが，親株から離れた植物片によ

り水流で分散してゆく O

ハタケニラ (NothosCOldUIIlgracile) は種子繁殖も行うが，

急速な分散は小型で、離脱しやすい小鱗茎によると考えられ
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る。このため，耕起頻度の高い農地にハタケニラが一度侵入

すると根絶はきわめて困難となる[水田 950J。ワルナスピは，

樹木の移植や土砂の移動に伴って運ばれた根系断片によって

分散していたが，各地で種子繁殖が硲認されていることから，

複数系統が帰化していると考えられる。

主に栄養繁殖を行っていた帰化機物に種子繁殖の特性が加

わることは，種子の散布能力，謹子生産数，種子休限性や遺

伝的多様性を通じて分散に有利な要因となる。現在，わが聞

において栄養繁殖のみで定着しているオオキパナカタバミ，

オオフサモ，オオカナダモなととについては，新たな外来系統

の導入を制限して穂子繁殖による分散を防ぐべきである。

事例 3. r路蕗間隙雑草Jとなる帰化積物の分散

舗装の行き届いた道路脇には，路面の間隙部に根を下ろし

て生育する植物(以下.r路面間際雑草」と記す)が見られ

る(須藤ら 2∞4)0r路面間隙雑草」は.人による踏みつけ，

間隙部のi年前のみに依存する激しい土壌の乾湿差などの厳し

い環境下でも生存できる。者1I市吉[iや市街地における帰化植物

の分散に関し路面間際が持つ意味は大きい。

人口が集中する都市部や市街地はモザイク状に混在した工

場，住宅，公簡などで構成され，人や車両が行き来する道路

を介したネットワークで機能している。イヌコモチナデシコ

類似種 (PetlVrhagiaaff. sp. l1al1tell!ii).ヨツパハコベ (Polycmpol1

tetraplり必1111).ヘラオオバコ (Plantagolanceolaω) . トゲチシヤ

(包LαCωf白1I，配Cαsen川げTJ巾.

がもつ連続性，他殺にとって過離な環境のため競合が少ない

道路沿いを科用して急速に分散する(第3悶)。ヤナギパル

イラソウ (RlIelliaflveediana) (宮本2006)[2549]，メリケンガ

ヤツリ(Cyperus eraglVstis) (太田2010)は，水湿地を好むが，

一詩的な乾燥にも耐え.r路面間際雑草」にもなる。親食用

に栽培されるハゼラン (Talil7l1l11paniclI帥 1111)• ユウゲゲ、シヨウ

(ωOe.ωωH即10tl恥犯m貯'tjα
付2加010紛).逸出して「路面間隙雑草」となっており，道路を

通じた分散が認められる。

砂質の河川敷や海岸にも路部間隙に類似、した環境があり，

rJi!各国間隙雑草」がこれらの場所に侵入すれば急速に分散す

る恐れもある。

事例 4. 高度経済成長期. r列島改造ブームjと帰化積物

の分散

侵入初期にはゆっくり分布を広げ，ある時点を境にして爆

発的に拡散する分散パターンを示す場合，その時点がわが留

における社会情勢や政策での大きな変化と一致することがあ

る。ここでは，高度経済成長期や.r日本列島改造論Jに基

づく「列島改造ブームJが帰化植物の分散に及ぼした影響の

事例を取り上げる。

大阪府各地では. 1960から 1970年代にかけて大規模な開

発によって丘陵に見られた変化に富む地形や地質，特徴的な

第3悶 路面削減に育つイヌコモチナデシコ類似捻 (2∞ヲ年5月，兵庫県

神戸市)

環境が短期間に破壊され，一時期広大な造成地と化した。在

来種の生存環境は分断されるか消滅しそこからの種子供給

も絶たれた。かわって，造成地はアレチヌスピトハギ、 (Des-

modilll71 paniculatllln). メリケンカルカヤ (AndlVpogonvirginI-

CllS) といった先駆植物となる帰化植物が侵占する環境に一変

した。先駆植物(パイオニア・プラント)とは植生選移の初

期段階にある裸池に侵入して繁摘する1寺|笠を持つ種である。

メリケンカルカヤは兵庫県あるいは東海地方から大阪府牟に

繰り返し侵入したと考えられる。筆者が 1967年に大阪府治

田市豊島北で、本種を見つけた際は数株が見られるに過ぎな

かったが. 1970年には箕国市船場のしばらく放置された造成

地に急速に広がっていた。来突が人の衣服などに付着して分

散されるアレチヌスピトハギもほぼ同時期に分布を広げ，

者の観察では，人の行き来の激しい千里ニュータウン(大阪

府吹田市・豊中市)や服部縁地(豊中市)において. 1965年

にはすでに局所的な群生を確認しそこから各地へ分散が見

られた。

4. 今後の課題

帰化横物による自然、生態系，生物多様性への影響が開題視

され，これらの積極的な紡除または分布拡大の抑制策が検討

されている。確かに，問題となる帰化傾物は完全に除去する

のが望ましい。しかしすでに全国的に蔓延した帰化植物な

どではそれが難しく，効除作業のみでは外来種問題を解決で

きないのが実情であろう。

都市部における帰化植物の管理

都市部において様生の多様性向上を求めるのであれば，帰

化植物の存在は不可欠と考える。

人は快適な生活を追求し都市を徹底した人為的環境に改

変してきt::.o 結果的に都市部は在来植物の生育に不適な環境
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に変化しこれに適応可能な帰化植物中心の生態系が形成さ

れた。したがって，放任しでも過去に存在した自然生態系へ

戻ることはなく，不規則な人為的撹乱に耐えて育つ荒地植物

(Rudera1s)と総称される一群の植物(三浦2∞7)に置き換わ

ると考えられる。 1990年代後半，都市公器や学校敷地内など

にピオトープが盛んに作られた。しかし管理が手薄になると，

シロネ(々COpllSlllcidlls var. lllcidlls) ，ガマ(初'Jhalat[folia)など

旺接な在来語は残ったが，施工時に導入された他の在来植物

の状態は維持できず，いつの聞にかアメリカセンダングサ

(Bidens jivndosa)などの帰化植物が侵入してきた。このように

都市環境に在来種を持ち込むことは相当な維持管理を要し

そのことは栽埼行為と大差ない。手間をかけずに都市で、の植

生を維持しようと考える場合には，すでに植生の構成種と

なっている帰化1漬物仁都市環境で生育可能な在来種とを合

わせて植生の多様性を検討するのが望ましい。

その一方で、，景観の函からは都市の植生を放任すると，特

定の帰化植物のみカf旺盛に繁茂して好ましくない。現在至る

所で， I徐主主斉IJによる管理が実施されているが， この場合立枯

れという見苦しい状況を生む。地下部まで枯死させる除草剤

が頻繁に散布されると裸地化が促進され，特定の帰化植物の

侵入や分散を助長する街も無視できない。前中 (2∞1)は市

街地にはびこるセイタカアワダチソウ (Solidagoaltissill1a) を

取り上げ，時期を変えた刈り取りを行い， 6月または 7月の

実施で群落高は抵く維持されて景観に問題のない櫛生になる

という結果を得ている。景観上問題となる帰化植物の繁茂を

刈り取りで抑制することは，都市の植生において在来種を含

む種多様性向上の有効な手段となるであろう。そのため，刈

り取りを毎年 1~3 問，行う時期をある程度出定化して実施

すべきと考える。

里地・里山地域での帰化植物の管理

都市部と郊外では異なった帰化植物が見られる(第 5表)。

たとえば.I可じ属で、あっても.チチコグサモドキ (Gn.ψi1Glillll1

pensylvanicwJ1 )は人為的に撹乱された裸地に生育するので都

市部に多く，ウスベニチチコグサ (GnψhaliulI1pWpllrell/11)は

草地に生育するため郊外に多く観察される [3564J。

1950年代までに見られた里山の原風景は自然生態系ではな

く，自然と人間活動との調和が持続する関係上に成立したも

のとされる。人の関与で、遷移の途中段階である草地が維持さ

れ，そこでオミナエシ (Patriniascabios[jolia) ，キキョウ (Pl，ョv
codon grand!f!orwll) などの在来植物が維持されてきた。近畿

地方の各地では，当時8月の盆前に自の畦，堤防などの刈

り取りが一斉に行われていた。しかし現住では，過疎化でこ

うした管理もなされず，クズ (PlIerarialobata). アカメガシ

ワ (Mal.わtllS)中oniclIs)，テイカカズラ (Ti'achef，α百>perll1l11J1αsiatI同

ClllJ1) ， ネザ、サ (P/eioblastllsωgenteoづか"Iatllsf g/abelうなどが過

繁茂となっている。かつては栽培管理されていたモウソウチ

第5表 近畿地方の郊外に侵入・定着の多い別口市立物

和名 学名

ハルジ、オンネ Erigemn plzilackゆ'hic1I5

ヘラノ官ヒメジョオン Er(注目。'115trigoslIs 

ウスベニチチコグサ Gnaphalilll11 pWpllrelll11 

シラホシムグラ Galilll11apaバne

モミジノTヒメオいjコソウ Lamillll1 hybridllm 

ヒメオドリコソウ* Lamillm pwpllrewn 

オオニシキソウ αlama.回 γ'cenlltal1S

ヤワゲフウロ Geranillll1l11011e 

アレチヌスピトハギ D即 l1odillll1paniclIlatulI/ 

シャクチリソノて Fagopymlll dibotり'5

メリケンカルカヤ* Andmpogon virginiclIs 

ハルガヤ Anthoxanthllll1 odoratlllll 

ニコゲヌカキビ PaniClIl11a，正1II11inatlllll

*#fiT!i官官にも見られるが，むしろ都市部を離れたZ則 l環境がまだ残る郊
外で大発生していることが多い。

ク (Phy/lostachyshetemcyc/a) はそのまま放任され，山麓部の

景観を変えるまでに繁殖している [823J。

さらに，里山に隣接する森林もシカの食答により，植生，

特に林床植生が破壊され，植生の単純化をもたらした。栃木

県では，この食害でオオハンゴンソウ群落が消滅し新たな

帰化植物としてコテングクワガタ(陥仰icaselpyll[jolia)が増

えている(長谷川 2008)。

農地でも 1)悶場整備， 2)水間転作， 3)耕作放棄による

新たな帰化植物侵入の問題がある。

1 )については， 1970年代以降臨場整備が実施された水

田の畦IU'I'では，シマスズメノヒエ (Paspa/lIl11di.わ'1atlI111)，キシュ

ウスズメノヒエ (P.distichll/11 var. distichlll11) などの侵入が認め

られ，場所によっては，ネズミムギ (Lo/illll11I1111t!f!OI7lIl1)の群

生する畦畔となることもある。また， 2008年，滋賀県赤野井

町の悶場整備後の水田町長田半において，ノハラムラサキ (A今"oso明

治 a/vensis)の定着を観察した〔水田 3620J。こうして侵入し

てきた帰化積物の中には，ハルジオン (EJ伊 mnphilad.φ，hi四

CIIS)のように在来種主体で維持されてきた陛畔植生にも侵入

する積も出現している。在来種と共存する帰化値物は，純群

落を形成する種よりもはるかに訪除が胆難となるO

2)の事例で水悶を畑地転換した場合，在来種であるモト

タカサブロウ (Ec/iptathel1llalis) に代わって，外来のアメリ

カタカサブロウ(広alb.α)が{憂占する傾向にあると考えられる。

筆者の大阪府堺市での観察では，植被率が高く雑草の発生量

の少ない倒初であるサツマイモ(仲間四ba的'tas)においても，

夏に雨が少ないとアメリカタカサブロウの大きな株が点在す

る熔が見受けられた [1262J。

3) について，大阪府堺市において，地域の都市化や減反

政策によって生じた耕作放棄初期の排水の悪い休耕回では，
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ホソパヒメミソハギ (Ammanniacoccinea) やヒレタゴボウ

(LlIdw恕iadecunぜns)が大きな株となって育ち，膨大な景の設

予を生産して着実に俗体数を増やしている。 1*耕田は放棄年

数の進行とともに乾田化し多年生草種への遷移が進む。最

終的には，セイタカアワダチソウ (Solidagoaltissima)の優占

群落が形成されることが近畿地方の一般的傾向として認めら

れる。今後わが国では耕作放棄地の増加により，このような

事例カf増えると予想される。

以上述べたように，息地・里山での特定の植物が繁茂は帰

化植物に限った問題ではない。そして，帰化植物の侵入には，

自然槌伎の回復力を越えた短期間の生態系破壊， と広範閣の

裸地化とが大きく関係している。したがって， 1950年代に里

山で克られた原風景を復元しそれより内陸部の自然様生へ

帰化植物を侵入させないバリア，あるいは緩街地帯としての

機能を里山地域に持たせる対策か望ましいと考える。

非意図的導入の帰化植物

大量の輸入物資が流通している限り，非意図的な帰化植物

の侵入経路を全て絶つことはまず不可能である。しかし現在

は，港湾部では絶えず除草剤が散布され線装が完備されるな

ど帰化植物が定着しない条件が扱い， 1960から 1970年代に

見られた無防俄な状況では決してない。

帰化植物を侵入させない水際作戦がi呼ばれているが，むし

ろ侵入初期の発見と対応が重要である。侵入初期の帰化織物

を高精度で、見つけ出すアマチュアとの連携があれば，年に数

回，港湾部を訪れる設度の調査で十分である。プロの研究者

とアマチュアとの協力体制の構築が大切である。
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