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印旗沼周辺水田域における特定外来生物ナガエツノレノゲイトウの

分布拡大とその要因

Distributional Expansion Factors of Alternallthera philoxeroides in Paddy Fields ofInba寸IUmaArea， Japan 

楠本良延*，徳院災員IJ*，山本勝手Ij本

Yoshinobu Kusumoto大YoshinoriTokuoka*， Shori Yamamoto* 

(*農業環境技術研究所)

(*National Institute for Agro・EnvironmentalSciences) 

分布調査からナガエツルノゲイトウの水罰域における分

布実態の把握と、水田域への分布拡大要因の解明し、前

除に資することを本研究の目的とした。

ナガエツルノゲイトウは、ヒユ科に属する南米原産の

多年生革本で、熱帯から媛帯の池沼、水路、湿った畑地

などに生育するとされる 5)。水面を被覆するだけでなく、

植物体が折れて流出しやすく、茎の断片からも再生して

栄養繁殖を行うこと、水生植物でありながら長期間の乾

燥に耐えられるため畦畔や路傍などの陸上でも生育可能

なこと 5)6)から出現する立地が広範囲であることが知ら

れている。これらの知見を基に生育可能な立地の模式閣

を閤 1に示す。在来植物と競合し、駆逐してしまう等の

生物多様性の視点からの問題に加えて、水利施設の維持

管理や農業生産のよからも極めて注意すべき外来横物で

ナガエツルノゲイトウの特性H 
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Fig 1. Habitats of alligator weeds 
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侵略的外来穏は、世界的な問題とされ生物多様性、人

の健康、農業に深刻ダメ…ジを与えている1)。わが国に

おいても、現在 1，500穫の外来植物が定着しているとさ

れ 2)、外来生物法3)の指定以来、外来植物の侵入、蔓延

による生態系や農業生産への影響に関心が高まっているo

特に水田を中心とした農業地域では、ため池などの止水

域や排水路などの流れの緩やかな流水域が多量に存在し

ているため、ホテイアオイやオオフサモに代表される多

くの外来水草類が侵入し、在来植物や動物への影響のみ

ならず、景観や水質の悪化、水路の通水機能障害など農

業・農村地域に多大な被害を与えている。このような被

害の防止や低減は外来植物が蔓延してからでは困難にな

ることが多く、侵入初期に対策を講じることが極めて重

要である 4)。

特定外来生物に指定されているナガエツルノゲイトウ

は、世界各地に定義して水田や水路の強害雑草として問

題になっており 5)、農業水手IJ施設を対象とした外来横物

の影響度評価でも最悪と評価された針。しかし、 5本圏

内での分布は現在のところ限定的であることから、分布

拡大の要閣を把撮し、新たな分布の拡大を防ぐことが肝

重要である。千葉県印擦沼地域においてのナガエツルノゲ

イトウの分布は 1990年に流入河川である鹿島)11で初め

て出現が確認されると7)、 1997年には印熔沼西部調整池

湖岸まで分布を広げている 8)。さらに、周辺のj河川や水

路では 10年以上前からナガエツルノゲイトウの蔓延が

知られていたが、最近になって印猪沼に流入する河川|沿

いの水田域に分布を拡大していることが明らかになって

きた 9)10)。そこで、 3年間にわたる一筆レベルの詳細な

はじめに



あると言える。実捺に世界各地で定着し、農耕地や水路

の強害雑高まとして問題視され、北米 11) 12)、オーストラリ

ア 13)、中国などでは侵略的な外来植物として強く認識さ

れている。特に中国では寒冷条件にもある程度の耐性が

あり、爆発的に蔓延して全土に拡がった 14)。その後、生

育地で在来植物を抑EEし、養殖魚の死亡、稲の収量減、

水路の閉鎖など、経済・環境・農業商で大きな被害をも

たらしており、 100億元(約1.500億円)の経済被害が

あるとされる 14)。

盟方法

1 調査対象地

調査地域である姉戸川流域では、一本松揚水機場で、汲

み上げられた印搭沼の水が、国営、県営の幹線用水路を

通じて米端に供給されている(図 2)。このため、沼周辺

に生育するナガエツルノゲイトウの茎切片などが上流側

水田に流入する可能性が高い。そこで師戸)11流域を対象

lこ A~Hの 8 調査毘を設け調査対象地とした(臨 2) 。

間
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国2 研究対象地概要

Fig 2. Overview ofthe study area 

2 ナガエツルノゲイトウ分布及び発生量調査

ナガエツルノゲイトウの分布量を 2008年から 2010年

の 3 年間、毎年1O~1l月に、各調査区内の全7.K æ ほ場
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(J‘038 ~ま)一筆ごとに踏査した。調査期間の設定は本

種の分布確認が容易な穏メリ終了後から初霜までの期間と

した。分布量把護のための調査は、表 1に示す発生量ラ

ンクを一筆毎の出商と畦畔おいて判定し記載した。一般

的に核物の発生量を把握する場合、植物社会学 15iのア

ウナーメ調査に代表される被度・群度を用いる手法や任

意のコドラート枠を設置し、被度割合を記載する手法な

どが用いられる。しかしながら、これらの調査手法は高

度な専門知識、調査技術・経験が必要である。本研究で

は、① 3年間を通し同時期の眼られた期間内(稲xlj終了

後から初霜までの期間)で対象範囲のナガエツルノゲイ

トウの分布発生量を把握こと、②多人数の地域ボランテ

イア(佐倉印緩諮ネットワーカーの会)の協力を得なが

ら達観による簡易調査で全築内(図面ならびに畦畔)の

分布状態と発生量の把握が可能なことを考慮し、

ランクによる調査を行った(表1)。調査データの質を担

保するために、野外調査開始前にはすべての参加者につ

いて発生量ランクの精度チェックを実施した。

表 1 発生量ランクと築内の発生量と分布状態

tab 1. Abundance rank of alligator weed in paddy field 

刀、寸11しない
1~数個体

点在
一部に塊状に分布

全面に散在
全面に優占して分布

3 環境データの整備

ナガエツルノゲイトウの分布拡大ならびにその要因を

解明するため環境データの構築を行った。本種は横物体

の断片から増殖し、それが水流で、拡散し、乾燥にも耐え

ることから、農業用の水路網や農道を主要な侵入経路と

想定し、対象地の 1/2500国土基本計画から判読し、環境

要因を GIS(地理情報システム)でデジタル化を行い整

理した。整理された環境要因は①ポンプ場等の幹線用水

路末端からの誼離、②支線用水路(明渠)からの詫離、

③師戸)11 (幹線排水路)からの距離、④道路からの距離、

⑤前年度に本穏が分布していた水間からの距離の 5つの

変数を準備した。

W 結果と考察

1 ナガヱツルノゲイトウの分布拡大

全調査水田 1038筆中の各年度の分布築数は、 2008年:

450 ~去、 2009 年: 5701室、 2010年:621筆となり、本穣
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閤 3 ナガエツノレノゲイトウの分布拡大図

Fig 3. Changes in the distribution of alligator weed 合om2008 to 2010 
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Fig 4. Percent changes of alligator weed distribution in 1 038 

は過去 3年間に毎年分布を拡大し、 2010年には全調査筆

数の約 6答1)に達していた。分布拡大屈を園 3に、増加割

合を示した結果を歯 4に示す。ナガエツルノゲイトウは

印膝沼地区水田域で確実に分布拡大していることが明ら

かとなった。現在、印猪沼土地改良区内の農業用水路に

おいて通水障害を実際に引き起こしており、年に数回の

重機によるi除去やメIJ取りと除去などの駆除対策が講じら

れているが、分布速度を抑えるまでには至っていない。

我が閣の水田域でもその侵略性が追認された。また、現

地調査時に、オープンな全天環境である蹄戸川沿いの低

地水田域のみならず、谷津田域(調査地DやBの東{興iJ)

にも多数侵入しており、谷津田に接する斜面林下部にも

分布が確認された。これより、本種はある程度の樹陰性

を有していることが伺われた。以上のことから、本種は

水田域に一度、侵入を許してしまえば用排水路、間菌、

畦畔、未舗装道路、斜面林下部にも分布・定着できる能

カを有している。

2 ナガヱツルノゲイトウの分布拡大要因

各水回ほ場における 2009年ならびに 2010年のナガエ

ツルノゲイトウの有無に影響を及ぼす要因をロジステッ

ク由帰分析により解析を行った。従属変数に各年のナガ

エツノレノゲイトウの在・不在分布データを用い、独立変

数には GISにより整理した本穫の分布拡大に重要な環境

要因であると考えられる①ポンプ場等の幹線用水路末端

からの距離、②支線用水路(明渠)からの距離、③師戸

) 11 (幹線排水路)からの距離、@道路からの距離、@前

年度に本穫が分布していた水田からの距離、@前年度に

本種が分布していた水田の発生量クラスを重み付けした

6つの変数を準備した。変数選択はステップワイズ法を

用いた。その結果、 2009年については有意な出現確率モ

デル式が得られたが、 2010年については有意なモデル式

が得られなかった。この理由は、 2009年に比べ分布拡大

が緩やかに推移していることが原毘であると考えられる。

2009年の結果からナガエツルノゲイトウの有無に影響

を及ぼす要思として、前年に分布していたほ場からの距

離や、用水路からの距離が小さいほど分布確率が高いこ

とが明らかになった。得られたモデル式を以下に示す。

_0.021x1・0.070x2+2.21、P=lI(l + lIexp-v.v_，a. v.v' va_ -'-') 

x1 :前年に分布していたほ場からの距離

x2:用水路からの距離
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出現確率モデルの当てはまりの良さを表す R
2値も 0.62

であり、比較的良好なモデルが得られたと考えられる。

さらに得られた出現篠率モデル式の推定緩と実擦の在・

不在実測データ用いて、 ROCカーブ分析を実施し、モデ

ル式の実際の出現傾向に対する当てはまり精度を詳細に

検証した。その結果は AUC伎として表現され、 AUC値

は 0.71であった。一般的にモデルの精度は 0.8:a:越える

と良好だと判断されるが、今回の出現篠塁手モデルの当て

はまり精度は中程度と判断された。この原因について本

種は乾燥に耐えられるため、水路経由以外の要因、例え

ば農業機械への付着や71<.EE間の稲ワラの移動など、農業

生産活動による分布拡大婆臨も関与しているためと考え

られる。対象地における生産農家は居住区近くの谷津国

等の普から所有する水田を本国、師戸)11周辺の大規模水

留を新田としてそれぞれ所有している形態が多い。 トラ

クターやコンパイン等の農業機械や稲わらの相互の乗入

れ、移動はよく見受けられる。実際に対象地の幾つかの

谷津田では、水系網の上流にナガエツルノゲイトウが分

布しない場所でも分布・定着が縫認されている。それら

の婆思を捉えきれていないことが、本研究による出現確

率モデルの精度低下を招いている涼因であると考察され

る。本穫の防除や分布拡大の防止、来侵入地域への警鐘

のためには、より現実を反映したモデル構築が必要で、あ

る。それらを担保する分布拡大要因の把握には、7l<.回毎

分布拡大要図

-全年分布とiま場とのE在総
(p<0.001) 

.支線用水路とのllli緩
(p<0.050) 

潔境要習の凡例

水沼!ま士費

自市戸)1¥(幹線排水路)
輔副岨支線用水路(明渠)

(-i ポンプ場等
~(続線用水路末端)

A 
:as 550 1，100 1.e50 

国 5 分析に用いた環境要因と分布拡大要因

Fig 5. Environmental factors used for analysis and factors 

affecting alligator weed distribution 
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に地権者や管理者の把握、または農業機械や稲ワラの移

動などの人間活動を表す社会科学的なデータの取得が必

要であることが今後の課題と示唆された。以上の解析を

まとめた結果を間 5に示す。本研究では 2010年度の分布

データを用いた解析では有意な出現確率モデルが得られ

なかった。蔓延状態に近い分布を調査・解析した場合は

拡大要因を特定することが国難であることを示している。

また、本研究では 2007年度以前の分布データは取得され

ていない。低い定着・成育状態から急激に分布を拡大す

る時期の要因は捉えきれていない可能性がある。以上か

ら、外来種の分布拡大要国を担握し適切に駆除等の管還

を行うには侵入初期からの調査・モニタリングが重要で

あると考えられる。
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3 ナガヱツルノゲイトウの発生霊の変化

本種の 3年間の分布発生最の変化を図 6に示す。過去

3年間に毎年分布筆数を拡大しているとともに、筆内の

発生量が増加していた。発生量ランクは表 1に示した通

り、筆内の発生量と分布状態、を示している o 過去 3年間

においてランク 1~2 の筆数割合が減少傾向にある一方、

ランク 3~5 の増加が把擾された。これは分布拡大・定

者後に筆内で縫実に鈎体数を増加させていることを示し

ている。

また、ランク 5に相当する現地の状況を図 7に示す。

収穫後の図面を本穏が埋め尽くしており、地表面を道う

だけでなくイネなどの他の横物を上部から被覆しており、

本識の侵略性の高さを表している。また、本研究の調査

最終年である 2010年の調査結果を図面・畦畔ごとにまと



めグラフを図 8 に示す。ランク 4~5 の筆では日記に比

較して凋囲(畦畔等)の分布量が多く(図 8)、回面で防

除しでも、周聞での繁茂により田面に再侵入することが

予想された。侵入の篠認やi坊除に際しては図面と畦畔の

両方に注意する必要があると考えられる。

図 7 国蛮に蔓延するナガエツルノゲイトウ

Fig7. Alligator weed forming interwoven mats in a 

paddy field 
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おわりに

本研究から、ナガエツルノゲイトウの分布拡大要因に

は新たな定着サイトへの供給源となりなる前年度に分布

していたほ場亙爾からの距離と主な侵入経路と想定した

支線用水路からの距離が重要な要悶であることが明らか

になった。水路が主要な水間への侵入経路であるため用

水椋でのナガエツノレノゲイトウの分布に留意する必要が

ある。

一方で、農業機械や謡ワラの移動等の人間活動による

影響については本種の分布拡大を解明する上で重要な変

数である可能性が示唆されたが、調査が臨難なことから

出現確率モデルに組込むことが出来なかった。外来植物

の分布拡大には生物的・生態的姿因、環境要因と人為要

因が複雑に関与する。今後はこのような営農活動の要閣

も変数に組込む努力が必要であろう。

本種は一旦水回に侵入すると蔓延してしまうことが現

地踏査調査から権認されている。このため、横物体の破

片が用水に混入することや、農業用機械に付着して水間

域に侵入することを未然に防ぐことが重要で、ある。また、

侵入してしまった場合に辻、早い段階で図面と畦畔の両

方で防除が必要であると考えられる。侵入してしまった

場合、有効な蔓延抑制手法の報告は水田内や畦畔に般つ

ては除草剤による駆除しか現時点では認められない。初

期坊除が重要であり、発生マップを作ることが早期発見、

蔓延防止につながる可能性があると考えられる。

本研究の成果は、ナガエツルノゲイトウが水田や農業

用水路に侵入、蔓延して農業生産や周践の生態系に影響

を及ぼすことを未然に訪止するための重要な知見となる。

印搭沼周辺では土地改良症により外来様物、特にナガエ

ツノレノゲイトウへの注意喚起のための広報が行われてい

る。今後、他の分布域においても、地域住民にナガエツ

ノレノゲイトウについて広く注意喚起することにより、非

意図的な人為に分布拡大を防ぐことが重要だと思われる。
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Summary : Alternanthera philoxeroides has expand己ddistribution from late 1990s in paddy fields of Inba-numa area， W巴

investigated the quantity of distribution in each per cell in th巴paddyfield in the Moroto river basin for the grasp ofthe distribution 

realities and the clarification of the diffusion factor for 2008・2009years. As a result‘the distribution of the Alternanthera 

philoxeroides was confirmed a lot in not only paddy field but also Levee in Inbanuma area. It was suggested that the important 

factor of the di1fusion is the distance from the farm where Alternanthera philoxeroides was distributed over in last year and the 

distance from the irrigation canal. 
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