
 29
 

導入植物の環境影響と対策 

農環研・生物環境安全部・植生研究グループ 

小川 恭男 

はじめに 
国境を越えて導入される生物全般を外来生物という。外来生物には、その便益を活用す

るために、人間が目的を持って運んでくる意図的な導入生物（ペット、作物、天敵、緑化ま

たは観賞用植物など）、貨物や輸入資材などに混入して知らず知らずに運び込まれる非意図

的な導入生物がある。近年のわが国では、マングース、アライグマ、ブラックバスなどの意

図的な導入生物が様々な被害と脅威をもたらしており、それらの撲滅あるいは管理対策が

各地で求められている。 
一方、生物多様性条約（Convention on Biological Diversity）の第 8条には、生態系、
生息地または種を脅かす外来生物の導入防止、そのような外来生物の抑制と撲滅が掲げら

れ、とくに、侵略的外来種（invasive alien species）は生物多様性にとって脅威であること
から、それらに対する緊急対応の必要性がうたわれている。また、第 6 回生物多様性条約
締約国会議（2002 年）では、外来種対策における 15 の指針原則が検討され、ガイドライ
ンあるいは法的な体制整備が示唆されている。 
これらを受けてわが国では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律」（以下、「外来生物被害防止法」と略す）が 2004年 5月に成立し、外来生物による生態
系および生物多様性への悪影響を防止するための枠組みが出来上がりつつある。この法律

に定められた理念の重要性はいうまでもないが、それを具体的な施策として実施するため

の省令や政令については現在検討中であり、その成り行きが注目される。 

本研修会では、わが国における外来植物の実態、「外来生物被害防止法」とそれを取り巻

く問題点、外来植物の輸入等にかかわるリスクアセスメントについて紹介し、外来植物に

対する規制が農業分野における生産あるいは生計に及ぼす影響について論議したい。 

 
１．外来植物の実態 
現在、わが国に生息する外来植物は 1,500 種あまりといわれる。それらは、原則として
明治維新以降に導入された植物であり、それより以前に導入された植物は、帰化植物ある

いは在来植物として位置づけられている。 
 表１には、わが国における主な外来植物を示した。多くの外来植物は、輸入穀類や栽培

種子、あるいはその他の輸入物資に混入して上陸した非意図的な導入種である。しかし、

ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ、ﾆｾｱｶｼｱ、ﾎﾃｲｱｵｲなどは、栽培や観賞のために意図的に導入され、その後目的と

した場所から逸脱して、生態系に生育している。 
これらのうち、生態系被害をもたらす侵略的外来植物として、ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ、ｵｵﾌﾞﾀｸｻ、

ｱﾚﾁｳﾘ、ﾆｾｱｶｼｱ、ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ、ｷﾞﾝﾈﾑ等があげられる。一方、ｲｶﾞｵﾅﾓﾐ、ｲﾁﾋﾞ、ｴｿﾞﾉｷﾞｼｷﾞｼ、
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ｼｮｸﾖｳｶﾞﾔﾂﾘ、ﾜﾙﾅｽﾋﾞなどは、畑地雑草として蔓延し、各地で農業被害をもたらしている。

しかし、これらは、畑地から逸脱して生態系を加害するとは考えにくい。以上のように、

外来植物には、生態系被害をもたらすもの、農業被害をもたらすもの、あるいはｱﾚﾁｳﾘのよ

うに両種類の被害をもたすものがある。「外来生物被害防止法」の中で、これらをどのよう

に区分してゆくのか、たいへん興味深いところである。 
一方、ｲﾀﾄﾞﾘ、ｸｽﾞ、ﾁｶﾞﾔなどはわが国の在来植物であるが、侵略的外来植物として諸外

国に蔓延し、生態系に深刻な悪影響をもたらしている（表 1）。わが国においても、これら
の在来植物は、農村における過疎・高齢化、それに伴う農地や里山の管理放棄により、今

までにない異常な増加をとげている。このため、在来植物であっても生態系被害をもたら

すものについては、外来植物に負けず劣らず、蔓延防止対策が重要となってきている。 
 

表 1 日本における主な外来植物 50 種および日本と海外で問題になっている在来植物 5種 

和 名 学 名 英 名 （和名の別名） 

アフリカフウチョウソウ Cleome rutidosperma Ｆｒｉｎｇｅｄ spiderflower 

アメリカセンダングサ Bidens frondosa Devil's beggartick 

アレチウリ Sicyos angulatus Bur-cucumber 

イガオナモミ Xanthium italicum Italian cockleburr 

イチビ Abutilon theophrasti Vervetleaf 

エゾノギシギシ Rumex obtusifolius Bitter dock 

オオアザミ Silybum marianum Blessed milkthistle 

オオケタデ Polygonum orientale Garden gate （オオベニタデ） 

オオサンショウモ Salvinia molesta Salvinia or Kariba weed 

オガサワラスズメノヒエ Paspalum conjugatum Cow grass 

オニノゲシ Sonchus asper Spiny sowthistle  

カッコウアザミ Ageratum conyzoides Mexican ageratum 

カラクサナズナ Coronopus didymus From twin cress （カラクサガラシ） 

カラスムギ Avena fatua Wild oats 

ギンネム Leucaena leucocephala Leucaena 

クロモ Hydrilla verticillata Water thyme 

クワモドキ Ambrosia trifida Giant ragweed （オオブタクサ） 

シナダレスズメガヤ Ｅｒａｇｒｏｓｔｉｓ culuvula Weeping lovegrass 

ショクヨウガヤツリ Cyperus esculentus Chufa flatsedge (キハマスゲ) 

シロザ Chenopodium album var. album Lambsquarters 

セイタカアワダチソウ Solidago altissima Tall goldenrod  

セイバンモロコシ Sorghum halepense Johnson grass 
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セイヨウオトギリソウ Hypericum perforatum St John’s wort 

セイヨウトゲアザミ Cirsium arvense Californian thistle 

セイヨウヒルガオ Convolvulus arvensis Field bindweed 

セイヨウヤブイチゴ Rubus fruticosus Shrubby blackberry 

セイロンマンリョウ Ardisia elliptica Shoebutton ardisia 

ゼニバアオイ Malva neglecta Common mallow 

ダンドボロギク Erechtites hieracifolia Burnweed 

トゲオナモミ Xanthium spinosum Bathurst burr 

ニセアカシア Robinia pseudoacacia Black locust （ハリエンジュ） 

ノゲシ Sonchus oleraceus Common sowthistle 

ハマガヤ Diplachne fusca Brown beetle grass 

パラグラス Urochloa mutica (Brachiaria mutic) Para grass 

ハリエニシダ Ulex europaeus Common gorse 

ハリビユ Amaranthus spinosus Spiny amaranth 

ヒメオドリコソウ Lamium purpureum Purple deadnettle 

ヒメスイバ Rumex acetosella Common sheep sorrel 

ヒレアザミ Carduus crispus Curly plumeless thistle 

ブタクサ Ambrosia artemisiifolia Annual ragweed 

ブタナ Hypochaeris radicata Hairy catsear （タンポポモドキ） 

ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides Redflower ragleaf 

ボタンウキクサ Pistia stratiotes Water lettuce 

ホテイアオイ Eichornia crassipes Water hyacinth 

ホナガアオゲイトウ Amaranthus hybridus Smooth pigweed 

ムギクサ  Hordeum murinum (Critesion murinum) Barley grass 

ヤコブコウリンギク Senecio jacobaea Stinking willie (ヤコブボロギク) 

ヨウシュチョウセンアサガオ Datura stramonium Jimsonweed （シロバナチョウセンアサガオ）

ロボウガラシ Diplotaxis tenuifolia Sand rocket 

ワルナスビ Solanum carolinense Carolina horsenettle 

（日本と海外で問題になっている在来種）  

イタドリ Polygonum cuspidatum Japanese knotweed 

クズ Pueraria lobata Kudzu 

チガヤ Imperata cylindrica Cogon grass 

チカラシバ Pennisetum alopecuroides Chinese fountain grass 

ワセオバナ Saccharum spontaneum Wild sugarcane 
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2．植物防疫法と「外来生物被害防止法」 

 国境を越えた生物の往来は、これまで植物防疫法によって管理・規制されてきた。しか

し、この法律の目的は、農業分野において、病害虫による経済被害の発生を防止すること

である。そのため、この法律では、生態系被害をもたらす外来生物等の輸入や飼養を管理・

規制することができない。「外来生物被害防止法」はそれを補う法律として位置づけられる。 
植物防疫法における管理・規制システムをみると、まず、検疫病害虫（それによって危

険にさらされている地域にとって経済上潜在的に重要で、かつ、まだその地域に分布して

いないか、または広域に分布せず、公的に防除が行われている病害虫）がリストアップさ

れている。このブラックリストに該当するものについては、病害虫危険度解析基準（表 2）
に準じて、病害虫危険度（リスク）およびその発生を抑止するために必要な管理（リスク

マネージメント）の難易度が評価される。そして、それらの結果に応じて、検疫措置（輸

入禁止や水際検査）が決定されている。 
 

表 2 植物防疫法における病害虫危険度解析基準     

1. 検疫病害虫であるかどうか     

2. 病害虫危険度評価 （定着能力、蔓延能力、経済的重要性、侵入の可能性） 

3. 病害虫危険度管理の難易度およびそれに応じた検疫措置の内容   

 1） 奇主植物の輸入の禁止     

 2） 輸出国での栽培検査の要求と証明書の発行     

 3） 輸入後の隔離検査の実施     

 4） 輸入検査の実施     

  
一方、植物防疫法には、このような水際対策ばかりでなく、それをくぐり抜けて上陸し

た検疫病害虫に対する対策が定められている。ひとつは、それをいち早く発見するための

監視（モニタリング）であり、もうひとつは、侵入した地域における撲滅のための措置で

ある。 
これに対して、「外来生物被害防止法」では、生態系被害をもたらす、またはその可能性

が高い外来生物を特定外来生物として政令によって定め、その飼養や輸入等を原則禁止す

る（罰則は最高３年以下の懲役、または 300万円以下の罰金）。ただし、主務大臣である環
境大臣の許可を得るとともに、取り扱い等に関する厳密な規制事項の遵守を担保すれば、

特定外来生物であっても飼養や輸入等が可能となる。また、生態系被害をもたらすかもし

れない外来生物については、未判定外来生物として主務省令に定め、その輸入に際しては

環境大臣への届け出が義務化される。環境大臣は、届け出の内容について学識経験者に意

見を聴き 6 ヶ月以内に輸入の可否を判定する。以上のように、この法律における主務大臣
は環境大臣であるが、農業被害の防止に係る事項については、これに農林水産大臣が加わ

って運用される。 
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一方、既に国内に定着している特定外来生物については、必要に応じて防除が義務付け

られる。防除にあたっては、国が全国的な防除実施計画を策定し、これを受けて地方公共

団体は、その地域の実情に応じて、防除が必要な地域ごとに防除実施計画を策定する。 
 以上のように、植物防疫法と「外来生物被害防止法」による対象生物の国境および国内

措置は、ブラックリストに基づき、類似したシステムで実施される。しかし、「外来生物被

害防止法」が定める未判定外来生物については、生態系を明らかに加害しないものを除く

全種を対象とするので、実質的には規制種のリストがない（ホワイトリストまたはクリー

ンリスト形式）に等しい。そのため、未判定外来生物の輸入可否の決定には、多くの場合、

個別のリスクアセスメントが必須になる。しかし、現状では、それを実施するためのシス

テムや情報の整備が乏しく、すでに成熟している植物防疫体制に比べて、はなはだ心細い

次第である。そこで、次項では、「外来生物被害防止法」の円滑な施行を考えるために、ニ

ュージーランドの事例に沿って、外来植物の輸入に先立つリスクアセスメント手法につい

て紹介する。 
 
３．ニュージーランドにおける外来生物のリスクアセスメント 

ニュージーランドでは、「生物安全法」（Biosecurity Act, 1993）により指定されている

害虫や不要生物（unwanted organisms）は、輸入、国内流通、野外放出が禁止され、駆除

の対象となっている。また、ここでいう不要生物は、ニュージーランドの生物地理学的背

景によるところが大きく、ほとんどが外来種である。 
さらにその後、「有害物質・新生物法」（Hazardous Substance and New Organism Act, 1996）

が施行され、まだ国内に導入されていない外来種や遺伝子組換え生物は、輸入に際して環

境リスク管理委員会の承認が必須となった。本委員会では、未導入の外来生物の輸入申請

に対して、個別にリスクアセスメントを行い（ホワイトリスト方式）、リスクが小さいと判

定された種を除く全種の輸入を規制している。また、導入の申請に対して、誰でもが意見

を述べることのできる仕組み（パブリックコメント）を確保している。 
 表３には、外来植物のリスクアセスメント手法の一例を示した。この手法は Eslerモデル
(Esler et al., 1993)と呼ばれ、「生物学的な定着・拡大能力」と「雑草化したときの特性」

に関する評価軸に基づいて、対象植物の生態系加害性の危険度を評価するシステムである。前

者については 7項目を設け、それぞれの項目ごとに 0～3ポイントの評点を与え、最低の危
険度が 0、最大が 21として評価する。また、後者については、8項目を設け同様に評価する。 
 一方、Pheloung モデル（Pheloung et al., 1999)に基づくリスクアセスメントも行われる（表

4）。この方式では、「生物地理学的側面」、「加害特性」、「繁殖・拡大特性」を評価軸とし

て、述べ 49 項目にわたって採点し、その総合点に基づいて導入の可否を判定する。総合点は危

険度が最低のマイナス 14 から最大のプラス 29 までとなり、総合点が 0以下の種は「安全」、１

～6までの種は「更なる評価が必要」、７以上の種は「輸入禁止」となる。 

 表 5 および 6 には、ニュージーランドで実際に問題となっている外来植物を対象に実施
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したリスクアセスメントの結果（Rahman et al., 2003）を示した。種子が輸入生鮮物中か

ら発見された外来植物 9種は、Pheloung モデルによると、ｺｯﾄﾝﾊﾟﾆｯｸの「更なる評価が必要」

を除き、いずれも「輸入禁止」の評価であった。また、Eslerモデルにおいても、危険度大
と判定された。一方、ニュージーランドに既に定着し、生態系被害をもたらしている外来

植物 6種については、すべてが「輸入禁止」および危険度大の評価であった。 

 ニュージーランドで実施されているこれらのリスクアセスメント手法は、当然のことな

がら、日本においてすぐに採用できない。しかし、「外来生物被害防止法」の施行に伴って、

様々な外来植物に関する個別のリスクアセスメントが必要になることが予測される。こう

したことから、外来植物に関する日本版のリスクアセスメント手法を早急に確立すること

が重要と考える。 
 

表 3 Esler モデル； 雑草性評価のためのスコア（Weed Evaluation Scores）  

1. Biological Success Rating 生物学的な定着・拡大能力評価（雑草化しやすさ） 

Ｖｅｒｓａｔｉｌｉｔｙ 多面性（種々の環境に適応するための柔軟性） 0-3 

Maturation rate 成熟速度 0-3 

Seedling ability 幼植物の活力 0-3 

Dispersal and establishment 拡散と定着性 0-3 

Cloning ability 栄養繁殖能力 0-3 

Recovery 再生能力 0-3 

Competitive ability 競争能力 0-3 

Total biological success rating score 

生物学的な定着・拡大能力に対する総合評点 

0-21 

2. Weed Status Assessment 雑草化したときの特性の評価 

Obstruction 障害物としての評価 0-3 

Suppression 他の植生に対する抑圧特性 0-3 

Health impairment 健康被害 0-3 

Quality impairment 質的な被害（草食獣に対する嗜好性）  0-3 

Damage 被害（農業的・経済的な被害の発生） 0-3 

Other その他の特性 0-3 

Opportunity 機会（蔓延する可能性の大きさ）  

1） Extent of suitable habitat 好適な生息地の拡がり（その種が広がること

のできる場所が存在しているのか？） 

0-3 

2） Resistance to management practice 雑草制御を行ったときの抵抗力 0-3 

Total weed status score  

雑草化に関する特性の総合評点 

0-24 
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表 4 Pheloung モデルに基づくリスクアセスメントのための質問票（４９項目） 

質問項目 具体的な質問事項 

1.栽培された経

歴 

栽培された歴史がある

か？ 

帰化した歴史があるか？ 雑草系統(weed-race）を有

するか？ 

2.気候と分布 実際の気候に対する適応

性（低、中、高：0～2） 

気候適応性データの質（信

憑性）（低、中、高：0～2） 

気候適応性の幅広さ 

  長い乾期を有する地域で

の自生または帰化 

自生地外への導入が繰り

返された歴史 

  

自然草地（native-range)で

帰化するか？ 

農業的かく乱に依存する

雑草で、庭などで広がる雑

草になるか？ 

農業的雑草になるか？ 3.雑草化の場所

（どこで雑草化す

るのか？） 

環境雑草になるか？

（environmental-weed） 

同属雑草になるか？

（Congeneric-weed） 

  

針や毛 他感物質 寄生 

家畜に対する嗜好性 毒性 病害虫の宿主 

4.望ましくない形

質を有するか？ 

人に対する危害（アレルギ

ー、毒性） 

自然生態系における野火

発生の危険性 

低照度下での耐性 

  痩せた土壌での生育 這い上がったり、這い回る

生育型 

厚い藪を形成する 

5.植物型 水生 イネ科草本 窒素固定 

  地上植物（木本）     

6.繁殖性 自然生息地における繁殖

の失敗 

完熟種子の生産 自然条件下での雑種形成 

 自家受精 特殊な花粉媒介者 栄養繁殖 

  最低成熟年数（年数を記

入） 

    

7.撒布機構 意図しない撒布 人による故意の撒布 生産物混入物として撒布 

 風撒布 浮力撒布 鳥による撒布 

  動物による故意の撒布 動物による偶然の撒布   

8.永続性 多くの種子生産 1 年以上の繁殖機能 除草剤による制御 

  天敵の存在     

注） マイナス 14 からプラス 29 までのスコアが与えられ、0 以下の種については安全と考えられる。また、

１～6 までの種については更なる評価が必要であり、７以上の種については輸入が禁止される。 
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表 5 種子が輸入生鮮物中から発見された外来植物 9種に関するリスクアセスメント 

Pheloung モデル Esler モデル 

Species New Zealand 

weed score 

輸入受け入れの

可否 

Biological 

Success rating 

Weed Status 

Assessment 

Chromolanea odrata 23 否 16 21 

ｵｶﾞｻﾜﾗｽｽﾞﾒﾉﾋｴ 22 否 19 15 

ﾊﾟﾗｸﾞﾗｽ 21 否 14 12 

ﾜｲﾙﾄﾞｼｭｶﾞｰｹｰﾝ 17 否 15 10 

ﾙﾋﾞｰｶﾞﾔ 14 否 11 4 

ｱﾌﾘｶﾌｳﾁｮｳｿｳ 12 否 11 6 

ｶｯｺｳｱｻﾞﾐ 12 否 16 9 

Coccinia grandis 8 否 12 13 

ｺｯﾄﾝﾊﾟﾆｯｸ 4 評価中  11 4 

     

表 6 ニュージーランドに既に定着している外来植物 6種に関するリスクアセスメント 

Pheloung model Esler model 

Species New Zealand 

weed score 

輸入受け入れの

可否 

Biological 

Success rating 

Weed Status 

Assessment 

ﾔﾌﾞｲﾁｺﾞ 29 否 17 15 

ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ 25 否 21 18 

ﾔｺﾌﾞﾎﾞﾛｷﾞｸ 22 否 15 14 

ｵｵｱｻﾞﾐ 19 否 13 10 

ﾄｹﾞｵﾅﾓﾐ 15 否 10 8 

ﾊﾘｴﾆｼﾀﾞ 13 否  15 19 

 
４．おわりに 

外来種には、意図的な導入種と非意図的な導入種がある。意図的な導入に対しては、公

的機関等による事前のリスクアセスメント、導入者の管理義務（導入後のモニタリングと

リスクマネージメント）を明確にすることが重要となる。また、非意図的な導入について

は、導入（侵入）経路を特定して発生を最小限にとどめるための措置が重要となる。 
一方、農業分野においては、外来植物の意図的な導入が繰り返されており、これらにつ

いては単純なリスクアセスメントだけではなく、それらがもたらす便益（ベネフィット）

についても精査し、両者をバランスにかけて輸入の可否を判定することが重要になる。し

かし、こうしたリスク・ベネフィット分析手法については、現在白紙状態に等しく、今後

の検討が待たれる。 


