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１．はじめに 

侵略的外来種は、世界的な問題とされ生物多様性、人の健康、農業に深刻なダメージを

与えている（Cox 2004）。わが国においても、現在 1,500 種の外来植物が定着しているとさ

れ（日本生態学会編 2008）、外来生物法（環境省 2005）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。そのような中、現在の畜産業

に不可欠である外来牧草の野外への逸出や定着防止にも注意が払われる必要性が生じてい

る。しかしながら、外来牧草の野外での逸出・定着実態についての知見の蓄積は乏しい。

また、国立公園などに代表される、侵入・定着して欲しくない環境への外来牧草の侵入・

定着実態についても、知見が少ない状況にある。ここでは、国立公園内において外来牧草

を対象とした植生調査を実施し、外来牧草の定着とその生育環境について明らかにし、今

後の外来牧草の管理について基礎的な知見を提供したい。 

２．国立公園における外来牧草の分布状況 

全国各地の国立公園において、景観タイプ別に外来牧草の逸出状況を概査した。その結

果、主要群落内に外来牧草が侵入しているタイプは草原タイプのみであった。しかし、道

路周辺の草原や湿原、海岸部の露岩地、登山口周辺及び山頂露岩地には景観タイプにかか

わらずオーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラスなどの外来牧草が侵入しているこ

とが確認された。ただし、森林内の登山道沿いではほとんど見られなかった。国立公園の

特別地域内主要道路沿いにおける外来牧草の生育状況を整理したものを表 1 に示す。わが

国は降水量が多く、地形が急峻な

ため、斜面の侵食を防止する目的

で外来牧草が緑化に広く使われ

てきた（細木 2008 ）。外来牧草を

利用する理由は成長が早く、短期

間で植被を形成するためである。

現在では周辺環境に配慮するた

め在来野草種や森林表土を利用

する緑化工法が提唱・実施されて

いる（細木 2012）が、これまで

表 1 国立公園の景観タイプと外来牧草 

景観タイプ 主な調査地 外来牧草の侵入状況
相観 地形 主要群落内 周辺

草原 山岳 利尻礼文 阿蘇 ● ●

山麓 利尻礼文 阿蘇 富士 ● ●

海岸 利尻 ● ●

湿原 山岳 日光 八幡平 × ●

低地 釧路湿原 × ●

海岸 利尻 × ●

常緑針葉樹林 山岳 阿寒 中部山岳 日光 × ●

海岸 礼文 × ●

落葉広葉樹林 山岳 尾瀬 中部山岳 日光 × ●

山麓 富士 中部山岳 日光 × ●

常緑広葉樹林 山岳 小笠原 西表 × ○

山麓 阿蘇 西表 × ●

平野 西表 × ●

海岸 西表 × ●



に実施されてきた道路緑化の殆どは外来牧草を主とするものであった。国立公園における

外来牧草の分布実態を調査するにあたり、道路緑化地周辺からの調査が必要であると考え、

道路緑化や道路周辺からの逸出、定着に注目し、山岳森林景観ならびに草原景観において

植生調査を実施した。 

３．山岳森林景観における外来牧草の定着と 



我が国の国立公園の代表的な景観タイプである山岳森林景観における外来牧草の分布と

環境要因との関係解析のため、尾瀬国立公園（鳩待峠地区、奥鬼怒林道地区）及び中部山

岳国立公園（白骨温泉地区）を調査対象地とした（図 1）。具体的には、緑化地を中心に道

路沿い及び隣接森林内において方形区（道路沿い 0.5×２ｍ×25ｍ間隔、森林内２×２ｍ×
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図 1 調査対象地（中部山岳国立公園：2 か所 尾瀬国立公園：3 か所） 

図２ 道路からの林内への距離と外来牧草の植被率（細木､ 未発表） 
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５ｍ間隔）を設置し、当該方

形区内の植物群落調査を行

うとともに、方形区の地表面

及び地上 1.2ｍ並びに全天環

境の相対光量子束密度を測

定した。調査ラインを設置し

た尾瀬国立公園、中部山岳国

立公園の各３地区において、

2010 年 9 月 7 日〜10 月 16

日に上記の調査を実施した

（全調査地点数、緑化地内

46 地点、道路沿い 313 地点、森林内 254 地点）。その結果、道路沿いには外来牧草が多く

分布し、森林内に向かうほど顕著に減少した（図２）。外来牧草は道路端で植被率高く、集

中的に出現していた。地表の光量子束密度データからもオープンな環境に集中しているこ

とを示している（図３）。対象地での分布が認められた外来牧草のコヌカグサ、カモガヤ、

オニウシノケグサ、シロツメグサ、イタチハギについての定着環境を解析するため正準対

応分析（CCA）をした結果、上部が開けた道路端が外来牧草にとって好適な環境であるこ

とが示唆された。 

４．草原景観における外来牧草の外来牧草分布と環境要因との関係 

草原を主要な景観とする

国立公園では、道路等が確認

できる場所においては当該国

立公園内の主要な植物群落で

ある半自然草原内にも外来牧

草が分布している状況が部分

的に認められた。ただし、畜

産（放牧）が行われている地

域もあり、外来牧草が緑化由

来であるか畜産由来であるか

は特定出来ていない。これら

のことから、特に草原を主要

な景観とする国立公園においては、森林景観以上に緑化植物の選定や工法、その後の維持
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図３ 地表の相対光量子束密度（道路から林内） 

図４ 富士根原草原（朝霧草原）における外来牧草の
侵入と土壌の関係 
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管理に注意を要すると考えられる。 

以上を踏まえ、緑化地や牧草地を基点として、国立公園内の保全すべき主要群落である

ネザサ－ススキ群集（半自然草原）へ至るライントランゼクト植生調査を実施した。さら

に、侵入・定着要因を明らかにするため、環境要因（相対光量子束密度、斜面方位、斜面

角度、土壌硬度）の測定、ならびに土壌の採取・分析を行った。その結果、緑化地から草

原（特に侵入して欲しくない半自然草原）に侵入している傾向は低かった。道路の周辺の

緑化地や造成地に集中して分布していることが明らかになった。富士根原草原（朝霧草原）

における外来牧草の侵入と土壌の関係を図４に示す。外来植物が 5％以上生育する場所の土

壌は、土壌 pH が高く、可給態リン酸量が高い立地であることが示された。逆に土壌 pH が

低く、可給態リン酸量が低い立地には外来植物が 5％以下の植物群落が多く成立していた。

このことから施肥や土木工事等の土地改変が行われている立地に外来牧草が侵入・定着す

る傾向が強いことが明らかになった。 

５．まとめ 

我が国の国立公園の大部分を占める山岳森林景観では、山岳地ゆえに多くの切土、盛土

斜面が発生し、緑化地が存在する。しかし、調査の結果からは、これらの緑化地から逸出

した外来牧草の森林群落内への侵入は極めて少ないことが明らかとなった。外来牧草にと

って好適な環境は道路などのオープンスペースであり、山岳森林景観においては道路沿い

に外来牧草の逸出調査を行うことが効率的であることが明らかとなった。ただし、今回の

調査は尾瀬、上高地周辺という高標高・積雪地が対象であるため、他の気候帯や下層植生

タイプについてはさらに検討する必要がある。また特に、道路沿いには多くの外来牧草が

逸出していることから、これらを通じた自然裸地、自然草原、河川氾濫原などの非森林植

生への侵入について、より慎重な検討が必要である。 

草原景観においては、外来牧草の緑化地を起点にライントランゼクト植生調査ならびに

土壌採取・分析を実施した結果から、外来植物の侵入・定着には農耕地利用や土木工事に

よる土地改変が大きな影響を与えていた。土地改変がない草原には外来植物が侵入しづら

い傾向が把握された。ただし、コヌカグサ、ハルガヤ、ヒメジョオンについては土地改変

が行われていない草原にも侵入が認められた。これらの種は注意が必要であると考えられ

る。 

６．引用文献 
Cox GW. (2004): Alien Species and Evolution. Island Press. Washington. Pp. 1-46.  

日本生態学会編（2008）：『外来種ハンドブック』．地人書院．東京．390pp 

環境省自然保護局:外来生物法．<http://www.env.go.jp/nature/intro/>．2014 年 10 月 1 日



（参照）． 

細木大輔・中村勝衛・亀山章（2008）湿潤な切土法面における外来緑化草本と先駆樹種を
用いた播種工の成果比較．日本緑化工学会誌 34(2)．384-394 

細木大輔（2012）「斜面緑化研究部会がめざす法面緑化の新たなルール作り」．日本緑化工
学会誌 38(3)．371-372 


