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１. はじめに 

河川とその周辺は、生物多様性および生態系の保全と人間の社会経済活動との間に軋轢が生

じやすい場所である。河川域は、高度な土地利用が行われている平野部において比較的まと

まった植生が残された場所であるため、生物多様性保全上重要な生息場となっている。また、

河川域は水域から陸地にかけてのエコトーンを含むため、その多様な物理・化学条件に対応

した多様な植物が生育している。その一方で、河川周辺域の沖積平野には人口・資産が集中

し、高度な土地利用が行われるため、河川に対する治水・利水事業は、国民生活の保護、経

済活動の維持のための重要かつ優先度の高い課題となっている（国土庁計画・調整局 1999）。

治水・利水事業における構造物（堤防、堰、ダムなど）の建設、河道の掘削などは少なから

ず地形・植生の改変を伴う。そのため、現在の河川域における生物多様性は損なわれやすい

状況に置かれている。 

外来植物の侵入は、このような河川域の生物多様性および生態系の窮状に追い打ちをかけて

いる。河川域はさまざまなタイプの生態系の中でも、外来植物の侵入がとりわけ顕著な生態

系であると言われている（Zedler & Kercher 2004）。実際、日本の河川域においても多くの外来

植物の侵入が確認されている。2005年時点で国の各直轄河川 109水系 123河川で確認された植

物種の 14.6% （556種／3814種）が外来種であった（国土交通省河川局河川環境課 2008）。ま

た、これらの外来植物の中には生物多様性へ影響を与えた種、治水、利水、人の健康被害な

どが報告されている種も含まれる（外来種影響・対策研究会 2011）。 

河川域に侵入した外来植物には、ネズミムギ、カモガヤ、オニウシノケグサなど外来牧草も

含まれている。外来牧草の河川域への侵入経路は複数あると考えられている。平野部の河川

では堤防整備が進んでおり、その法面緑化のため外来牧草が広く導入されている。その他に

も河川域の牧草地、グラウンド等への意図的導入に加え、輸入穀物への混入した種子由来の

非意図的導入、さらに河川域外の外来牧草の種子等が河川域内に到達する場合など、様々な

経路が考えられる（黒川 2008、日本生態学会 2002）。 

ここでは、全国の河川における外来植物の侵入状況について「河川水辺の国勢調査」結果を

分析した既往研究に基づき、河川に侵入した外来牧草の侵略性、分布拡大について紹介し、

生物多様性保全の観点から外来牧草の管理について考えるための材料を提供したい。 

２. 「河川水辺の国勢調査」とは 

河川域における外来植物については、「河川水辺の国勢調査（河川版）」（以下、国勢調査）

によって全国的な侵入状況を知ることができる。国勢調査は、1991年以降、主に全国の 1級

水系（109 水系）の直轄管理区間において、魚類、底生動物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、



昆虫類、植物（維管束植物）を対象として国土交通省により実施されている。植物調査にお

いては、2005年（平成 17年度）まで、植物相調査および植生図作成調査等が各河川において

5年に一回程度の頻度で実施された。2006年（平成 18年度）以降、植物調査（植物相調査の

み）は各河川で 10年に 1回の実施となり、植生図の作成は「河川環境基図作成調査」の陸域

調査として、これまでどおり 5年に一回程度の頻度で実施されている

（http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/  2014年 9月 25日確認）。 

３. 河川域における外来牧草の侵略性 

まずは、外来牧草は他の外来植物と比較して侵略性が高いのか、という点について考えたい。

ただし、その前に外来種の侵略性をどのように評価するかについて整理しておく必要がある。

前述のとおり、河川にはすでに多くの外来種が侵入しているが、これら外来種のすべてが侵

略的に振る舞うわけではない。そもそも、原産地から他の地域に導入されて外来種として定

着する種は、すべての種からみればごく一部である。さらに侵略的外来種として振る舞う種

は、定着した外来種のうちのわずかな種である（Williamson 1996）。ここでは、侵入段階が進

むほど外来種の数は減少するとともに、侵略性が高くなると考えることとする（図－1）。 

「侵略的外来種」とは、「外来種のうち、導入および／もしくは、拡散した場合に生物多様

性を脅かす種」と定義される（日本生態学会 2002）。しかし、この定義のみに沿って多数の

外来種を侵略的外来種かどうか評価するのは困難であるため、国勢調査データから判断でき

る基準として「植生の優占種（あるいは共優占）」を用いることとした。国勢調査の植生図

においては、例えばカモガヤが優占する植生のタイプ名には「カモガヤ群落」のように優占

種名が用いられるので、植生図より植生を優占する外来種＝侵略的外来植物の抽出が可能で

ある。優占種は、生態系の栄養的基盤と物理的構造を決定し、生態系全体の特性を規定する

ため、侵略性の強い外来種であると判断できる。このような種は在来種を競争的に排除する
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ことが多いため（例えば、宮脇・鷲谷 1996;  村中・鷲谷 2001）、少なくともこれらが侵略的で

あると仮定することは管理上の矛盾を生じないだろう（宮脇・鷲谷 2004）。 

このような基準に従い侵略的外来種と判断された種に共通の特性から、種の侵略性を決定す

る生態学的要因を推論することができる。Miyawaki & Washitani （2004）は、この考え方に基づ

き、国勢調査で確認された外来植物の侵略性と種の属性（導入経路、原産地等）の関係を分

析した。 

その結果、緑化種、農耕地雑草はその他の外来植物と比較して、侵略的外来種になりやすい

傾向が認められた。ここでの緑化種には、外来牧草1および木本 2種（ハリエンジュおよびイ

タチハギ）を含んでいる（図－2）。さらに、上記の侵略的外来植物を緑化種（草本）（＝外

来牧草）、緑化種（木本）、その他の草本に分類し、それぞれの種の原産地別に優占群落面

積をみると、河川における外来植物の優占群落は、①北アメリカ原産の農耕地雑草と②外来

                                                            
1 Miyawaki & Washitani （2004）では、矢野（1988）の巻末付表 1「明治時代（1968－1911）に

導入された種」および付表 2「 近導入試作された主要な暖地型牧草」に記載された種を「外

来牧草」としている。 

図－3 原産地別の外来植物優占群落⾯
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に基づき作成。 
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牧草、③緑化種（木本）で面積のほとんどを占めていることが明らかになった（図－3）。 

外来牧草を含む緑化植物については、第二次世界大戦後の高度成長期以降、多くの公共事業

が行われ、土壌浸食防止あるいは工事後の緑化使用の目的で、大量に導入された。緑化等に

より定着した外来植物の群落は、周辺および流域への種子供給源となる。また、農耕地雑草

については、1960年代以降アメリカ合衆国から大量の大豆・トウモロコシ等の穀物が輸入さ

れ続けており、これらへの混入種子として大量に、かつ繰り返し導入されてきた（Nishida & 

Shimizu 1999）。これらの混入種子は、大豆等が食品・飼料として使用された後に、廃棄物等

として排出されたと推測されている。 

このような繰り返しの大量導入が、これらの日本の河川における侵略的外来植物に共通する

特徴の一つであると考えられる。導入量や導入回数などを反映した累積的な導入量の指標で

ある散布体圧（propagule pressure）が外来種の侵入の成功に与える影響の重要性は、植物以外

のさまざまな分類群、地域においても示されている（Lockwood et al. 2005, 宮脇・鷲谷 2010）。 

４. 外来牧草は河川域でどの程度広がっているのか 

日本の河川域において侵略的外来植物として振る舞っている外来牧草の影響の大きさを見積

もることはできるだろうか。侵略的外来植物の分布範囲の大きさは、侵入による影響の大き

さの指標の一つと考えることができるだろう。河川水辺の国勢調査の植生図における優占群

落の面積は、外来牧草の分布範囲を直接表すものではないものの、侵略的外来植物の分布範

囲の代替指標になりうると考えられる。 

宮脇ほか（印刷中）によれば、2001年度〜2005年度（平成 13年度〜平成 17年度）の調査に

おいて、外来植物群落の合計面積は 13,997haであり、これは調査範囲から開放水面を除いた

「陸域」の面積（159,644ha）の 8.8%を占めていた（図－4）。このうち外来牧草は 2.3％を占

めており、これは外来植物群落面積のおよそ 2割にあたる。外来植物群落面積を優占種別にみ

ると、面積上位 10種のうち 4種を外来牧草（カモガヤ、シナダレスズメガヤ、オオアワガエ
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リ、オニウシノケグサ）が占めていた（表－

1）。 

なお、国勢調査における植生図作成調査は秋

季に実施される。外来牧草には開花期が春

〜初夏の種が含まれることから、このよう

な種については植生図には優占群落として

記載されていない可能性が十分ある。また、

「人工草地」は、外来植物群落より多い

11.5%を占めていた。国勢調査の植生図にお

ける「人工草地」は、牧草地・採草地、草

本の緑化植物が優占する場所を含んでいる

ため、人工草地の少なからぬ部分がネズミ

ムギ・ナガハグサ・カモガヤ等の外来牧草

の優占群落である可能性が高い。したがっ

て、上述の外来牧草の優占群落面積は、実

際の面積を過小評価している可能性が高い。 

この結果は、外来牧草の優占する群落に加えて、法面緑化や牧草地、芝地などに導入された

外来牧草等を合わせると、河川の陸域の 2割程度が外来牧草で覆われていると考えられる。こ

れらが大量の種子を散布し、河川域における外来牧草の分布拡大に寄与していると考えられ

る。 

５．外来牧草の適切な利用と管理に向けて 

河川水辺の国勢調査に基づく分析から、外来牧草は侵略的外来種になりやすいだけでなく、

すでに河川域において優占群落を広域に拡大していることが明らかになった。このことから、

河川域で侵入範囲を拡大している外来牧草は、河川域における生物多様性にも影響を与えて

いることが危惧される。また、外来牧草を含む外来植物の管理においては、河川内外からの

供給量の抑制の重要性が示唆された。例えば、堤防法面などのすでに外来牧草がすでに侵入

している場所では、周辺および下流側への種子等の散布体供給を抑制するために、少なくと

も開花前の刈り取りは実施すべきだろう。開花前に外来牧草の刈り取りを行えば、種子生産

量を抑制できるだけでなく、花粉の散布も抑制できるため、河川利用者の花粉症抑制も期待

できるかもしれない。 

もともと、河川域に導入された外来牧草については、堤防法面をはじめ、芝地、牧草地の場

合も、定期的な刈り取りが行われていた。外来牧草の利用には「刈り取り」がついてくる。

堤防法面の場合も、堤防損傷の確認のため定期的な除草が行われてきた。外来牧草の導入主

体は、その利用目的に沿って管理（刈り取り）を続けることで、分布拡大の抑制に寄与でき

⾯積
順位 

科 優占種 ⾯積
（ha） 

1 キク科 セイタカアワダチソウ   4,825

2 マメ科 ハリエンジュ 2,643

3 イネ科 カモガヤ 1,039

4 イネ科 シナダレスズメガヤ  999

5 イネ科 セイバンモロコシ   838

6 キク科 オオアレチノギク  
＋ ヒメムカシヨモギ  

727

7

8 イネ科 オオアワガエリ 541

9 キク科 オオブタクサ 515

10 イネ科 オニウシノケグサ   407

11 マメ科 イタチハギ 342

12 ウリ科 アレチウリ 261

13 キク科 オオアワダチソウ   246

14 イネ科 コヌカグサ 205

15 イネ科 タチスズメノヒエ 191

16 キク科 コセンダングサ 118

17 クマツヅラ
科

アレチハナガサ 107

18 キク科 オオオナモミ 102

19 イネ科 メリケンカルカヤ 93

20 イネ科 アメリカスズメノヒエ  78

表－1 優占群落⾯積の⼤きい外来植物上位 20

種。表中グレーの種は、「外来牧草」を⽰す（宮

脇ほか (印刷中)より作成)。 



るだろう。もし、導入した外来牧草を利用しなくなった（刈り取らない）のならば、生物多

様性保全のためには、それを放置するのではなく在来植物主体の植生への復元等の「あとか

たづけ」をすべきだと考える。 
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