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総説

特集私たちの生活と生物多様性

自然植生保全地域における緑化植物の生態系影響と管理

西田智子*・山本勝利*細木大輔*，村

1. はじめに

「雑草」が何を指すかは，いろいろと議論があるところで

はあるが (e，g.Booth et al. 2003)，これまでは主に農業生産を

阻害する草本(例植木・松中 1972，雑草学辞典 2010)

を「雑草」と呼んでいた。しかしながら，近年多くの人々が

生物多様性の保全に関心を持つようになり，在来種からなる

植物群落に侵入する外来植物に環境雑草という名称が与えら

れ，管理が必要な植物と見なされるようになった (e.g.Myers 

and Bazely 2003) 0 2005年に外来生物法が施行されて以来， 日

本でも固有の生態系に影響を及ぼす外来植物は防除すべきと

いう認識が高まってきたが，これまで日本の雑草学では主に

耕地雑草を研究の対象としてきたため環境中に広く生育する

植物の防除・管理についての知見は少なかった。このような

中，自然植生の保全が重要視される国立公園を対象に，往々

にして人間の管理から逸出する緑化植物について，その逸出

パターン等を調べ， どのように管理すればよいかを明らかに

するプロジ、エクトが2008年に 5年間の予定で始まった。本

稿ではこれまでに得られた成果を紹介し，自然植生保全地域

における緑化植物の生態系影響とその管理について考察す

る。

2.緑化植物による生態系影響と逸出状況の予測

緑化は，道路工事等により生じた法面の浸食防止や土砂災

害防止のために行われる。そのため，緑化に使われる植物に

は，造成後間もない土壌にも活着し人為的な管理がほとん

ど無い状態で良好な生育を示すなどの性質が求められるが，

これらの性質のため，緑化植物は自然植生への強い侵略性を

持つ。このように人間にとって望ましい性質を持つが故に，

自然生態系に悪影響を及ぼす懸念のある緑化植物について，

環境省，農林水産省，林野庁および国土交通省は，取扱方針

を定めるための調査を行い，緑化植物の環境への影響と調査

が必要とされる緑化植物を次のようにまとめている(第 l表，

第2表)。なお，表中の「外来緑化植物」は，自然分布域は
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考慮せず，遺伝子型が外国由来のものを指している。特に，

囲内に自然分布する種と同じであることに価値を置いて輸入

される植物の場合には外国産在来緑化植物としている。

筆者らは，第2表のうち外見で容易に見分けられるオオア

ワガエリ (Phleumpratense Lよオニウシノケグサ (Festuca

arundinace，αSchrebよカモガヤ (DactylisglomeraωLよコヌカ

グサ (Agros佑持抑制Roth)等の外来緑化植物を対象として，

逸出状況をパターン化し予測するために全国7箇所の国立

公園で、踏査を行った。その結果，これら外来緑化植物の逸出

状況をパターン化するには，国立公園を特徴づける植生(森

林，草原)と地形(山岳，平野，海岸，島l興)の 2要因から

8つの景観タイプに類型化することで逸出パターンを大まか

に把握することが可能と考えられた。すなわち，森林植生で

は，道路沿いに線状に，草原植生では面状に広がるという植

生に起因する違いが基本にあり，これに，地形の要素が加わ

ることでより詳しい類型化が可能となる。

このような大まかな逸出パターンの把握に加え，外来緑化

植物の分布と環境要因との関係をより詳しく解析し，拡散状

況を推定するため，わが国の国立公園の大半を占める山岳森

林景観の尾瀬国立公園(群馬県片品村，福島県槍枝岐村)， 

中部山岳国立公園(長野県松本市，岐阜県高山市)において，

調査を行った。調査は，外来緑化植物を確認した地点を GPS

で記録するもので，これらの結果と 3次メッシュ(約 lkm四

方)単位で整備されている道路延長などの環境情報(第3表)

を用いて Maxent(Phillips et al. 2006)により分布域を推定した。

Maxent は，最大エントロビー法という手法で，生物の存在確

率を環境条件から推定するモデルを構築する。通常，生物の

分布を推定するモデルを構築するためには，在・不在データ

が必要となるが， Maxentでは在データのみで推定が可能なた

め，活用範囲が広く，近年盛んに用いられている(巴.g，

Kadoya et al. 2009)。第 l図に中部山岳国立公園での調査地と

Maxentによる分布域の推定結果を示した。時間的，労力的な

制約もあり，現時点では国立公園の南部しか調査していない

が， 0.5以上の確率が得られた地域を分布有りとすると (Phil-

I戸)，外来緑化植物が主に道路端で生育し，森林内には生育

しないとする植生調査の結果 (Hosogiet al. 2012) と一致する

妥当な推定結果が得られている。今後，調査対象の国立公圏

内全体を網羅するよう調査地点を増やし推定精度を高める

とともに，後述する優先順位決定のための分布域推定に必要
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第 1表 緑化植物の影響の区分とその内容(環境省 2006)

影響区分 内容

①ーl競合・駆逐 外来緑化植物が，対象とする緑化地から周辺地域に逸出し 逸出した場所に生育する在
来植物等と競合・駆逐することによる影響。

①-2ーl 土壌環境の改変
外来緑化構物が，対象とする緑化地から逸出し，本来，その土地が有する土壌の化学的・

① 生態系
物理的性質や地形の変化をもたらす影響。

①-2生態系基盤の改変
への影響 ①-2-2 生態系の構造の改変

土壌環境の改変の結果，植生構成が変化することや.外来緑化槽物が野生生物の食餌対
象となってしまい，草食性の生物の増加を招くなど生態系の構造を改変する影響。

①-3遺伝的交雑
外来緑化植物が，希少種などの我が国あるいは地域的な遺伝的特性を保全する必要があ
る在来植物と交雑することにより，遺伝的特性が損なわれる影響。

② 農林水産業への影響
外来緑化植物が，緑化地から農地等に逸出あるいは周辺に生育することにより，作物の収
量の減収や質を低下させる影響。

③その他の ③ l健康への影響 外来緑化植物が有する性質により，花粉症の発症等やかぶれ，中毒等が起きる影響。

影響
③ 2景観への影響 外来緑化植物が逸出等することにより，本来，その地域等が有する自然景観を損なう影響。

a)中部山岳国立公園の形状 b)オニウシノケグサの推 c)オオアワガ工リの推定分布域

と鯛査済みメッシュの位置 定分布域

第 1図 中部山岳国立公園における Maxentによる分布域の推定

b)および、c)において，濃い色のメッシュほと守分布する確率が高い。

な最低限の調査地点数などを明らかにする予定である。

3.外来緑化植物の効率的・効果的な管理に向け

た優先順位決定法の開発

1 )管理優先順位決定のための枠組み

国立公園のように，管理の対象となる面積が広く ，加えて

様々な植生が混在する場所では，管理対象となる雑草や防除

の程度を予め決め，効率よく管理していく必要がある。その

ため，外来緑化植物を逸出のしやすさや影響の大きさといっ

たリスクと，防除に係る費用などコストの面から評価し，管

理の優先順位を決定する手法の構築を進めている (西田ら

2010)。

現在のところ， 雑草リスクと防除コス トの大きさの組み合

わせから管理の優先順位を第4表のように考えているが，こ

れは今後広域的な雑草管理に関する事例が積み重なることに

より変更することも考えられる。なお，このようなリスクと

コストの組み合わせにより優先順位を決定するという考え方

は，外来雑草の管理では一般的なものである(Vi巾.eet al. 

2006)。

I 日本版オ ストラリア式雑草リスク評価(J-AWRA)法で雑草と判断された種率。

1. a)対象地に存在する在来種と交維の恐れがある.

b)ツルまたは高木(告ケを含む).
c)水生植物{苅)11敷で繁茂するものを含む入

d)室繁固定植物。

のうち少なくとも1つに該当する. 特大

Z 上記以外

1)生育可能面積が1/3以下。

i)特定鍋物群落と植物RDB種多発地蟻のどちら由と重なる.一→中

ii)上 記以外。小

2)生育可能面積が1/3-2/3.

i)特定植物群落と植物RDB種多発地慢のどちらかと重なる.ー+大

iD上記以外。 中

3)生育可能面積が2/3以上.

i)特定植物群落と植物RDB種多発地場のどちらかと重なる.一→特大

川上記以外。 ー大

ll. ]-AWRA法で雑草でないと判断された種。

1. 1-1の少なくとも1つに銭当する. ー中

2 特定値物群議と植物RD日種多発地鳩のどちらかと重なる旬一一一一歩小

3 上記以外。 極小

$既に対象地域で雑草とされている場合は省略可J占.WRA法で評価する場合は、対象

地境での状態も考慮する。

第2図 雑草リスク(西回ら 2010一部改)

ここで「雑草リスク」は， 日本版オーストラリア式雑草リ

スク評価 (J-AW孔屯)法と，環境への影響の大きさから格付

けすることを考えている(第 2図)0J-AWRA法は，本来，

未侵入の植物に対して雑草性を評価するものであるが

(Nishida et al. 2∞9)，外来緑化植物の逸出のしやすさを代替で

きると考えられる。また，環境への影響は第 l表を基に，具

体的な評価項目を考案した。

2) 雑草リスク評価の試み

主な外来緑化植物について，中部山岳国立公園を対象に評

価した結果を第 5表に示す。植物の生育可能面積や，特定植

物群落等との重なりは上述した Maxentの推定値を用いて評

価した。

雑草リスクとしてはオーチヤードグラス (Dactylisglome.件

。ω)を除いて特大となった。順位付けの観点からは， もう少

し差が付いてくれる方がありがたいが，筆者らの経験からほ

ぼ妥当な結果と考えている。防除コストについては，実際の
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第 2表 関係省庁の選定した調査対象種 (環境省 2006)

区分 種名(和名) 利用名・別名 科名

木本 (4種)
‘ι 

ギンネム ギンコウカン マメ科

クロパナエンジュ イタチハギ マメ科

ノ、リエンジ、ユ ーセアカシア マメ科

卜ウネズミモチ モクセイ科
一.

革本 (9種) 1 
別途総合 的な検

オオアワガエリ チモシー イネ科

討を進める緑化 オニウシノケグサ トーjレフェスク・ TF・(ケンタッキー 31フェスク) イネ科

植物 カモガヤ オーチヤードグラス イネ科

キシュウスズメノヒエ イネ科

シナダレスズメガヤ ウイーピンク。フフaグラス イネ科

シノfムギ イネ科

ホソムギ ペレニアルライグラス ・PR イネ科

ネズミムギ イタリアンライグラス イネ科

ノ、イイロヨモギ キク科

草本 (4穫)
ー時鴨r

コヌカグサ レッドトッフ。 イネ平|

外来緑化植 NG03団体提案
ナガハグサ ケンタッキーフソレーグ、ラス・ KB イネ科

物 リスト掲載種
シマススメノヒエ ダリスグラス イネ科

シロツメクサ ホワイトクローノ官ー マメ科

草本 (15種)

アフリカチカラシノT キクユグラス イネ科

アメリカスズメノヒエ ノすヒアグラス イネ科

イトコヌカグサ コロニアルペンドグラス ・CB イネ科

イヌシノす セントオーガスチングラス イネ科

オオウシノケグサ レッドフェスク イネ平|

現状においてー ギ、ヨウギシノT ノfミューダグyラス イネ科

般的に法面緑化
コウライウシノケグサ /、ードフェスク イネ科

等で使用されてい

る種 チジミシパ カーペットクーラス イネ科

ノ、イウシノケグサ クリーピングレッドフェスク・ CRF イネ科

ノ、イコヌカグサ クリーピングベントク許フス イネ科

ムカデシパ センチピードグラス イネ科

ヤギュウシノf ノfッフアローグラス イネ科

イトウシノケグサ チューイングフェスク イネ科

ウシノケグサ シーフ。フェスク イネ科

木本 (7種)

ヒメヤシャフ。シ カノTノキ科，

ヤシャブシ カバノキ科

ヤマハンノキ カノτノキ科

アカマツ マツ科

クロマツ マツ科

コマツナギ マメ科

(外国産)在来緑化構物 ヤマハギ マメ科

革本 (6種) ] 
シバ ノシノ〈 イネ科

ススキ イネ科

チガヤ イネ科

ヨモギ キク科

イタドリ タデ科

メドノ、ギ マメ科
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第 3表 外来緑化植物の潜在分布域推定に用いた環境条件

環境条件 備考

道路延長 国土数値情報の道路密度・道路延長メッシユデータ(平成 22年3月版の全国デジタル道路地図
データベース・道路網データが原資料)。

建物用地と幹線交通用地の面積 平成 18年の国土数値情報の土地利用メッシュデータ。

森林面積 平成 18年の国土数値情報の土地利用メッシュデータ。

平均標高 平成 18年の国土数値情報の土地利用メッシュデータ。

年間降水量 気象庁発行のメッシュ気候値 2000の値。

暖かさの指数 気象庁発行のメッシュ気候値 2000の月平均気温を用いて算出した値。

寒さの指数 気象庁発行のメッシュ気候値 2000の月平均気温を用いて算出した値。

第4表 雑草リスクと防除コストから得られる外来植物の管理優先
順位(西田ら 2012一部改)

防除コスト

極小 ィ、 中 大 特大

極小 6 6 6 6 6 

草 5 5 5 5 5 

中 3 4 4 4 4 

大 2 3 4 4 4 

特大 2 3 3 3 

1 :直ちに根絶のための防除を実行。
2:根絶のための防除を実行。根絶防除開始までは拡大阻止管理

を実行。
3:拡大阻止管理を実行。
4:通常管理で対応。
5 通常のモニタリング。
6:通常より低い頻度でのモニタリング。

生育面積，防除費用等を判断項目にすることを考えており，

防除費用については，全国で行われている外来雑草の防除活

動から，単位面積当たりに費やした活動時間を算出し代替

する予定にしている。今後，防除コストについて各草種を格

付けし，雑草リスクと組み合わせて最終的な評価結果を得，

現地で、実際の管理に当たっている職員や雑草管理の専門家等

関係者に妥当性の検討をお願いするつもりである。

4.緑化植物管理の展望と問題点

上述したように. GPSや分布域推定方法が比較的安価で簡

単に利用できるようになり，広い面積を対象にした雑草管理

の優先順位決定弘実測データに基づいて行えるようになっ

てきた。しかしながら，効果的で効率的な管理を行っていく

ためには，防除技術そのものの研究はもちろんのこと (Cacho

et al. 2006). 今後さらに研究を進めるべきことがらも多い

(Downey et al. 2010)。すなわち，生育地面積の実測方法 (e.g.

第 5表 中部山岳国立公園を対象とした主な外来緑化植物の雑
草リスク(西田ら 2010一部改)

種名 判断理由 雑草リスク

Agrostis gig，αnteα a) A. clavata， A. sαccid (?) 特大(?)

Amorph fructosa d) 特大

Dactylis glomerata 面積<113， 中
特定 'RDB種と重なる

Phleum pratense a) P. alpinum 特大

Poa pratensis a) P. pratensis 特大

Robiniαpseudoαcαciα d) 特大

Triho/ium repens d) 特大

Chris民:nsenet al. 2011) やモニタリング頻度の決定方法 (e.g

Hanis et al. 2001). より正確で詳細な環境情報の整備など純粋

に技術的な問題や，生態系の改変はどこまでなら認められる

べきかといった人間の価値観が反映される問題まで，これま

で日本の雑草研究で、は扱ってこなかった問題への対処が迫ら

れている。特に，後者は，緑化は必要不可欠な人間活動で、あ

るだけに行為によって得られる利益とそれによる生態系への

影響をどのように客観的に評価し関係者の合意を得ていく

かという非常に難しいが避けては通れない問題である。また，

本稿では触れなかったが. I外来」植物の導入は避けるべき

との考え方から使われるようになったヨモギ，ススキ等の種

子の多くが外国から輸入されており(環境省 2006). ヨモギ

においては日本産ヨモギと中国産ヨモギとの間で浸透性交雑

が起きている可能性も指摘されている(早川ら 2011)。この

ような現象の是非は，科学だけでは判断できないため，在来・

外来を問わず植物の基本的情報を蓄積し使用した緑化植物

と緑化が行われた場所の特性から，交雑や逸出が起こりうる

か，起こるとしたらどの程度かを予測し判断の材料を提供

することが今後重要な雑草研究のテーマになっていくものと

思われる。

生物多様性への意識の高まりとともに. I環境雑草jとい



西国ら・自然植生保全地域における緑化植物の生態系影響と管理
89 

う新たな概念が出現し，それに伴って雑草研究に求められる

要素も大きく広がってきた。本稿で述べたのはその一部に過

ぎないが，この新しい方向性に少しでも興味を持っていただ

ければ幸いである。
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