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盗~主 (Limnological record) 

水生外来植物と如何に対時するか?

沖陽子 1)

How to deal intelligently with the management of alien aquatic plants 

Yoko OKI 1) 

Abstract 

The spread of alien organisms has drastically increased in the past few years， and alien plants hav巴 directly

damaged our living space and caus巴decosystem imbalances. The Ministry of Environment of Japan has巴nforc巴d

the Invasive Alien Species Act since 2006， by which sp巴cificalien plants are identified， and is focusing its efforts 

towards the breeding prevention and their eventual ext巴rmination.However， th巴 巴nvironmentalfactors that nourish 

the luxuriant growth of alien aquatic plants remain larg巴lyunknown and th巴 att巴ndantrisks are poorly understood. 

In this paper， 1 proposed how we might cope with the problems caused by alien aquatic plants based on a survey 

of their distribution and the relevant environmental factors of aquatic plants in th巴 waterof the southem Okayama 

area. This surv巴yrevealed that the habitats of alien species were characterized by water that was h巴avilyenriched， 

and that they wer巴distribut巴dmostly in irrigation and drainage canals with artificial banks near urban districts. This 

suggested that their preferred habitats were places wher巴disturbancesoccurred. Further more， even though Trapa 

sp. is native to Japan， they also show巴dinvasive tendencies and habitat preti巴rencessimilar to those of alien speci巴s.

Th巴refore，when we are faced with alien aquatic plants， it is necessary to accurat巴lydetermine the risk and to d巴fin巴

th巴directionof risk management， instead of making blind assumptions that th巴 aliensp巴ci巴sar巴 harmful.Moreover， 

alien sp巴ci巴sare sometimes introduced repeatedly， as exemplified by Pistia stratiotes. Thus， we must keep in mind 

the concept of a time-axis. 

Key words: alien aquatic plants， environmental factors， native sp巴cies，risk， invasive aquatic plants 

摘要

近年，外来種の異常繁茂により，地域の生態系や我々の生活に影響を及ぼすことが多い。それゆえ

に，環境省は外来生物法を施行し，特定外来生物を指定して，その防除に力を注いでいる。しかしなが

ら，いまだ、水生外来植物の繁茂を促す環境要因やリスクが明確に把握されていない。そこで，本稿では
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陽子

岡山県南部地域の水系にて実施した水生外来植物の現況調査から，水生外来植物の侵入状況と環境特性

との関係について検証した。調査の結果，水生外来植物が好む生息地は窒素やリン濃度が高い水系，市

街地区域に位置する人工護岸の用排水路等，撹乱が加わった場所であることが確認された。しかしなが

ら，在来種であっても，ヒシのような侵略的水生植物で、あれば，同様の傾向を示すことも明らかになっ

た。従って，水生外来植物と対侍する場合，外来種であるから総て悪王という概念から離れて，侵入経路・

拡散機構を含めたリスクを明確にして， リスク管理の方向性を定める必要がある。また，ボタンウキク

サのように，帰化の経緯を異にする系統が混在している外来種も確認したので，時間軸の概念も重要で

ある。

沖

リスク，侵略的水生植物キーワード:水生外来植物，環境要因，在来種，

2006年 7月中旬から 11月初旬に植生調査，水質調査及

び諸元調査を実施した。植生調査は出現した水生雑草の

草種名を優占度別に記録し，植生の有無，ヒシ，外来種

及びヒシ以外の在来種の有無で調査地点を分類した。な

お，ヒシの有無に留意したのは，過去 15年間の岡山県

南部におけるため池調査で，在来種のヒシが発生頻度並

びに優占度が高く，侵略性のある水生植物で、あることを

確認しているからである (Oki，1994)。水質調査は pH

及び ECを測定し，表層水を採水して SS (浮遊物質)， 

クロロフィル a，COD (化学的酸素要求量)， TOC (全

有機炭素)，無機態窒素，無機態リン，全窒素，全リン

の分析に供試した。諸元調査は現地にて護岸状況を記録

すると共に，岡山県全県統合型 GISにより土地利用情

報を入手した。

その結果，全 216調査地点のうち水生植物の出現を確

認した地点は 175地点であり，ヒシ有，外来種有，及び

ヒシ以外の在来種のみ有はそれぞれ 86地点， 37地点，

70地点であった。外来種ではキショウブ，キシュウス

ズメノヒエ，コカナダモが高い出現頻度及び優占度を

示したが，外来種の有無に拘らず，ヒシの出現頻度及び

優占度は高い傾向にあった。水質との関係を検討した結

果，ヒシ有ではヒシ無に比べ全窒素濃度(t検定， p < 
0.05)及び全リン濃度(t検定， p < 0.05) の平均値が

高く，外来種の有無に関しでも同様の検定結果が示され

た。すなわち，ヒシ有，及び外来種有は，ヒシ無，及び

外来種無に対して全リン，全窒素濃度の平均値が高い傾

向にあった (Pig.1)。ただし，全窒素の場合，ヒシ有及

び外来種有の平均値が高いのは，ヒシ及び外来種が低濃

度で発生しない傾向にあるのではなく，高濃度まで発生

範囲の幅が広いことに起因する。さらに，同様の傾向は

TOC及び COD濃度においても認められ，富栄養化及び

(2009年 5月 22日受付;2009年 10月2日受理)

生態系は，長い期間をかけて微妙なバランスのもとに

成立しているが，ここに外来生物が侵入してくると，生

態系のみならず，人聞に危害を与えるなど，農林水産業

といった人間活動にまで，幅広く悪影響を及ぼす場合が

ある。環境省は外来生物に対する法整備として外来

生物法Jを2004年 6月 2日に公布し 2005年 6月 1日よ

り施行している。この法律は，問題を引き起こす海外起

源の外来生物を特定外来生物として指定し，その飼養，

栽培，保管，運搬，輸入を規制し，その防除等を行うこ

ととしている(森田， 2006)。特定外来生物に指定され

た 12種の植物のうち， 8種までは水辺に出現する植物

である。なぜ，これほど水生外来植物が問題となるのか。

水生外来植物の存在をどのように考え対処すれば良いの

であろうか。本稿では，その現況を紹介すると共に対処

の理念を論じてみたい。

はじめに
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外来水生植物に好適な環境条件とは?

現在，日本に生息する外来植物数は外来種ハンドブッ

ク2002によると， 1503種である(藤井， 2007)。それ

らが増殖することにより，どのようなリスクがあるの

だろうか。科学的な知見を得るために， 2006年より文

科省科学技術振興調整費・重要課題解決型プロジェクト

「外来生物のリスク評価と蔓延防止策Jが実施された(藤

井:2007)。そのプロジェクトの一環で，岡山大学大学

院環境学研究科植生管理学研究室では，主に水生外来植

物に関して，岡山県南部の水系において現地調査を行っ

た(沖ら， 2007;門脇ら， 2007)。

岡山県南部におけるため池 216地点を対象として，



水生外来植物と如何に対峠するか?
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Fig. 1τN  and T-P concentrations of sites with/without Trapa sp. and alien species. 

図 l ヒシまたは外来種の発生水系及び無発生水系の τN濃度及び下P濃度

有機性汚濁の進行した水域で、は，ヒシや外来種が発生す

る傾向にあった。

一方，土地利用区分からみると，ヒシ無，外来種無は

農業地域内に発生する割合が高い一方で，ヒシ有，外来

種有は，市街化調整区域に含まれた農業地域内に発生す

る割合が高かった (Fig.2)。ただし，外来種有は農業地

域内の発生割合も高かった。また，分類毎の護岸状況を

比較すると，ヒシ有，外来種有はヒシ無，外来種無に対

して，遷移帯の僅少な人工護岸の比率が高く，水際線が

自然状態ではなく，人工的に造られた単一的な生育環境

に発生する傾向にあった (Fig.3)。なお、護岸状況の区

分は，環境省の自然環境保全基礎調査に準じ、自然護岸

は水際線が人工により改変せず，自然の状態を維持して

Occurrence of 

Trapa Sp. 
Non-occurrence of 

Trapa Sp. 

いる護岸，半自然護岸は水際線は自然状態であるが，そ

れに接する陸域が人工改変している護岸、人工護岸はコ

ンクリート護岸または人工構造物で出来ている護岸と定

義付けた。

次にため池，河川1，用排水路別に各生活型の優占的

発生率を積算した。優占的発生率とは，現地調査にお

いて， 目視により水面の 15%以上を占有する草種を優

占度「高J，1%未満を「低J，その中聞を「中」と区分

し，各草種について「中」以上を示す地点の全調査地点

に対する割合を示したものである。従って，生活型別に

各草種の優占的発生率を積算すると 100%を超す場合が

生じる。その結果，ため池では浮葉植物の優占的発生率

が高く，開放系水域の河川や用排水路で、は沈水植物の方

Occurrence of 

alien species 

Non-occurrence of 

alien species 

区ヨ Agriculturala悶 ~ Agricultural area within urbanization control a悶

圃 Urbandistrict 口Oth

Fig. 2. Relationship between occurr巴nceof Trapa sp. or ali巴nsp巴ciesand land use partition. 

図2 土地利用区分とヒシまたは外来種の発生水系との関係
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Natural bank 園:
Relationship between occurr<巴nc巴ofTrapa sp. or ali巴nsp巴ciesand typ巴sof banks. 

護岸の種類とヒシまたは外来種の発生水系との関係

Half-natural bank， ~: Artificial bank， 日:
Fig.3 

図3

が高かった。また，沈水植物には外来種が多く，特に用

排水路においては沈水植物のほぼ半数を外来種が占めた

(Fig.4) (沖ら， 2006;門脇ら， 2006)。

以上より，外来植物が侵入しやすい環境は自然環境に

撹乱が加わった場であることが示唆された。生態学的侵

略とは生物の侵略性だけにより引き起こされるのではな

く，環境の被侵略性との関係が重要である。また，生物

多様性が必ずしも群集の安定性をもたらすのではなく，

外来種に対する捕食者の存在や競争者との資源利用能の

違いによって，外来種の侵略的増殖の進み具合が決まる

とされており，捕食者や競争者との関係に動的平衡が維

持されている成熟した生態系では，外来種の増殖を許す

ニッチの空白が少ないと報告されている(小林， 2007)。

つまり，外来植物の侵入リスクを適切に見積もるには，

環境特性と外来植物の侵略性との関係を知ることが重要

であると考えられる。

さらに，本調査より，外来種のみがリスク評価に供さ

れるのは片手おちで，富栄養化や人工護岸化等の人為撹

乱が加わった場所に繁茂する傾向が認められたヒシのよ

うな在来種も，侵略的水生雑草としてリスク評価が必要

であることが示唆された。近藤 (2007)も，外来生物法

の精神は日本の在来種を守ることにあり，単純に外来種

は悪玉，在来種は善玉とみなす最近の風潮に大きな警鐘

を鳴らしている。また，多紀ら (2007)は，水生植物と

同じ水界の構成種で、ある魚類においての「侵略性」は，

対象地域の生態系特性や社会経済的状況によって変化す

ると報告している。我々は，人間活動を営むことにより

水辺の環境特性や生態系特性を変化させ，その変化する

環境に適応できる水生生物に対して，他種との競合を優

位にさせる行為を無意識に行っているのかもしれない。
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Fig. 4. Comparison of occurrence rates of alien species as more 

dominant than native speci巴sin ponds， rivers， and irrigation 

canals of southern Okayama Prefecture. 

図4 岡山県南部における水系別生活型および在来種・外来

種の区分による積算優占的発生率の比較
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外来種に並ぶ大きな課題の浮上

前項で，在来種に対する考え方に触れたが，外来生物

法が制定される以前から外来植物の問題は身近な生活環

境において注目されてきた。特に緑化の世界では，国立

公園や固定公園内の緑化工事または法面の吹き付けには

「郷土植物」が使用されることになった。その結果，外

国産「郷土植物」の大量導入が生じ，日本土着の植物と

の聞に雑種群落が形成され，遺伝子の撹乱を招いている

(小林， 2007;近藤， 2007)。水生植物の世界も同様の

傾向が生じている。クロモは在来種として，沈水植物の

中で評価が高いが，インドネシア等の東南アジアから観

賞用として導入された後，逸出した「出戻りクロモ」の

存在は意外と知られていなし、。ピンク系の花色の異なる

クロモが琵琶湖にもじわじわと侵略している(山崎，私

信)。

外来種と時間軸の概念

一般に帰化植物とは，自然の営力によらず，人為的に，

意識的または無意識的に移入された外来植物が野生の

状態で見いだされるものをいう(長田， 1976)。そして，

有史以前に人々の日本への渡来交流と共に入った植物を

史前帰化植物，有史時代初期にヨーロツノfから中国大陸

を経由して入った植物を旧帰化植物，江戸時代末期から

現在に至るまで、に入った植物を新帰化植物と区分してい

る。現在，外来生物法の対象となる外来種は新帰化植物

とされている。しかしながら，新帰化植物でさえ，帰化

後世紀以上経つと天敵も現れ，生態系の中に自生種

と違和感なく存在する構成種の一員になっているケース

も多い。また， 1回限りの移入ではなく，系統が具なる

同一種が幾度も伝播する場合もある。

ボタンウキクサ (Pistiastratiotes L.)は，世界中の熱

帯・亜熱帯を原産とするサトイモ科の水生浮遊植物で、あ

る。近年，水面をマット状に覆う旺盛な繁殖力が問題と

なり，2006年2月 1日から環境省の定める「外来生物法J

に基づく「特定外来生物 Jに指定された。そこで，我々

の研究室では， 日本におけるボタンウキクサの帰化への

経緯の確認，並びに現在国内で繁茂するボタンウキクサ

の形態的な差具の調査を実施した。その結果，それらが

日本に移入された歴史は比較的古く，その為，現在国内

に分布するボタンウキクサは，その帰化の経緯を異にす

るタイプの系統が混在していると考えられた(岡田ら，

2007 ; 2008 ; 2009)。すなわち，調査した標本のうち最
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も古いものは， 1887年に田代によって採集された沖縄本

島島尻地方産(東京大学総合博物館収蔵)であり，沖縄

産同様に台湾産の標本も確認した。さらに，それ以前に

1854 ~ 1855年に琉球で採取された標本がニューヨーク

植物園に収蔵されていることを確認した。ペリー監督率

いる黒船艦隊に乗船していた Wrightらが採集したと考

えられている(小山:1996)。従って，江戸末期に，既に，

密度にかかわらず葉序が中心にまとまるコンパクト型が

沖縄に自生していたと推測される。その後，昭和初期に

移入されたボタンウキクサの標本はコンパクト型を示し

ているが、 1980年以降の標本にはコンパクト型は認め

られず，すべてオープン型である (Fig.5)o 1990年代に

ボタンウキクサの移入と逸出が問題となったが，この時

に基本的な葉序が外に広がるオープン型が大量に移入さ

れ，問題雑草になったと考えられる。なお，現在，我々

の調査では，沖縄県久米島でコンパクト型の群落を確認

しており，やや系統の異なるコンパクト型の群落を沖縄

本島の本部で確認している。本州において問題視されて

いるのはオープン型であるが，沖縄本島でもオープン型

のボタンウキクサを確認している。一方，タイ国の調査

においても，自生種のコンパクト型と，近年フィリピン

から移入されたオープン型が共存している現地を確認し

ているので，世界的にボタンウキクサの系統は複雑化し

ていると推測される。

以上，外来種を考える場合，時間軸の概念を無視するこ

とは出来ない事例である。

Compact type Open type 

Fig. 5. Comparison between "Compact type" and "Open typ巴"of 

Pistia stratiotes 

図5 ボタンウキクサの「コンパクト型」と「オープン型」
の比較
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メディエーションは低コストで安全な環境修復技術とし

て注目されているが，外来生物法の運用の中で，有益な

外来植物の機能をどう評価するのかが今後の課題である

(近藤， 2007)。要注意植物にリストアップされた植物は，

すべて悪者であるとの短絡的な考え方はすべきではない

と考える。外来生物についての調査の推進等により科学

的知見を集積し，外来生物法を現行のブラックリスト方
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る(羽山， 2007)。

近年，温暖化に伴い，熱帯・亜熱帯に分布していた種

が日本列島を北上する傾向が多くの生物種で確認されて
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け入れていく必要性が，いずれ生じるかもしれない。外

来生物を論じる時には，時間軸の概念を忘れてはならな

い。そして， リスクコミュニケーションも重要視しなけ

ればならない。
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