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要旨：本特集は日本生態学会 2020年大会で企画した自由集会 ｢外来種の定着プロセス－森林、河川、湖沼、草原に侵
入した外来種の侵略性と多様性｣ のプログラムをもとに企画したものである。さまざまな植生タイプに侵入、定着、拡
散している外来種の生態的特性、拡散要因、種多様性への影響、保全・管理の課題などについて話題提供し、今後の生
態系および生物多様性保全について議論することをめざした。
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　日本では 1993年に施行された「生物多様性条約」（https://

www.wwf.or.jp/activities/ basicinfo/3516.html、2020年 10月
1日確認）以降、外来生物の侵入は生物多様性を脅かす
主要なリスクとして認識されている。2005年の「外来生
物法」（https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/law.html 、
2020年 10月 1日確認）では特定外来生物の取り扱い規
制が施行され、2015年には「我が国の生態系等に被害を
及ぼす恐れのある外来種リスト（略称：生態系防止外来
種リスト）」（https://www.env.go.jp/press/100775.html、2020

年 10月 1日確認）、2016年には生態系被害外来種リスト
（https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/files/gairai_panf_

a4.pdf、2020年 10月 1日確認）がそれぞれ公表されるなど、
この 20年間に生物多様性と外来種に関する国際的な枠組
みや政策形成が進められるとともに、外来植物の侵略性、
保全生態学的管理および戦略的管理について議論されて
きた（村中ほか 2005；菊池ほか 2006；村中・鷲谷 2006；
鷲谷 2007；江川 2019ほか）。しかし、外来種が侵入した

生態系において生物多様性を維持しうる生態系保全に成
功した事例はきわめて少なく、外来種が侵入する要因は
増大し、生態系の外来種リスクはむしろ高まっている。
　侵略的外来種に関する研究はとくに 2000年以降、多く
報告されている。たとえば、Richardson and Remánek（2011）
は世界の侵略的外来木本種の散布型や繁殖などの生態的
特性をレビューし、高木および低木樹種の散布型として
鳥散布が高い比率を占めていることを示し、外来種侵入
ダイナミクスに関するさらなる生態情報と解析の必要性
を指摘している。外来種を管理するためには、外来種の
侵入履歴に関する情報収集（Bucharova and Kleunen 

2009）、気候変動を視野に入れた外来種の管理計画とガイ
ドラインの提供が必要であるという指摘がなされている
（Richardson et al. 2010；Roura-Pascual et al. 2010）。
　このような政策及び研究の背景を踏まえて、日本生態
学会 2020年大会で、自由集会 ｢外来種の定着プロセス－
森林、河川、湖沼、草原に侵入した外来種の侵略性と多
様性｣ を企画した。自由集会では、森林、河川、湖沼、
草原など異なる植生タイプに侵入した外来種による植生
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構造の変化、外来種と在来種の相互作用をテーマに、外
来種の生態的特性、多様な侵入の要因と生存戦略、また
そのことによる植生および多様性への影響に関する情報
を共有することによって、今後の生態系保全に関して議
論することを目指した。残念ながら、コロナ禍により自
由集会は開催されなかったが、本特集によって広く情報
共有し、今後の生物多様性保全や生態系保全につなげた
いと考えている。
　植生タイプによって、外来種の侵入時期および定着・
拡散の要因は異なる。本特集記事でとりあげた外来種の
概要は表 1に示す通りである。
　前迫（2022）は森林植生に侵入した外来種の事例として、
照葉樹林におけるおよそ 200 haの空間分布の調査から照
葉樹林に侵入した外来樹木の侵入、定着、拡散要因とシ
カの関係について論じた。耐陰性の高い国内外来針葉樹
と先駆性の国外外来種という生態的特性のまったく異な
る 2種が、シカが採食しないという共通の要因によって
拡散し、群落形成している（表 1）。極相林であってもい
ったん外来種が侵入、定着すると在来種の森に戻すことが
難しいことを示す事例である。とくに耐陰性が高い高木種
の侵入は不可逆的変化につながることを示唆している。
　水辺植生に侵入したニセアカシア Robinia pseudoacacia 

L.（要注意外来生物）は造成地の緑化をはかることを目
的に 1873年に導入され、現在、全国的に拡散している。
とくに河川敷での定着・拡散が課題となっている（国土
交通省 https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kankyo/

gairai/pdf/tebiki05.pdf 2020年 10月 1日確認）ほか、ダム
サイト、道路緑化などによって拡散している（表 1）。島
野ほか（2022）は、TWINSPANによって植生階層別の解
析からニセアカシアの侵入によって在来種の遷移が阻害
されることを検証している。とくに大規模な河川攪乱が
発生しない状況では在来種のコゴメヤナギ Salix 

dolichostyla Seemen subsp. serissifolia (Kimura) H.Ohashi et 

H.Nakaiから外来種ニセアカシア林の成立につながるとい
う指摘は生態系管理において重要である。
　大窪（2022）は、霧ヶ峰高原で特定外来植物のオオハ
ンゴンソウ Rudbeckia laciniata L.が高層湿原近傍や特定地
域で優占帰化し、分布を拡大させることによって種組成
の多様性低下、高層湿原への分布の拡大が生じているこ
とを指摘している。草本植生へのヘラバヒメジョオン
Erigeron annuus (L.) Pers. subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) 

Wagenitzの侵入からおよそ 50年、オオキンケイギク
Coreopsis lanceolata L.（特定外来種）はおよそ 20年が経
過している（表 1）。木本種に比較してこれら草本種の侵
入経過時間は短いが、広範囲に定着・拡散している点が
大きな問題でもある。草原の多様性を高めるためのニッ
コウザサ Sasa nana (Makino) Makinoの刈り取りが外来種
侵入の要因になるなど、草原の植生管理に関する課題に
ついて論じている。
　琵琶湖に侵入した水生植物ウスゲオオバナミズキンバ
イ Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter et Burdet subsp. 

hexapetala (Hook. et Arn.) G.L.Nesom et Karteszは確認後 20

表 1.　本特集記事で扱った外来種。外来種の侵入年、侵入～拡散要因、植生への影響、保全・管理および課題。

植生タイプ 外来種 侵入～拡散時間
（年） 散布様式 侵入～拡散要因 植生への影響 保全・管理 課題

照葉樹林1 ナギ >600 風～重力散布 文化的植物移入、公園
植栽からの逸出、シカ
個体群

照葉樹林の不可逆的変
化、在来種との競争、
種多様性の劣化

植生保護柵の設置
広域的植生
管理、シカ
適正管理

ナンキンハゼ >100（1920s） 鳥散布 外来木本種 (高木）
の部分的伐採アオモジ >30 鳥散布 栽培種からの逸出

河川植生2 ニセアカシア* >130（1870s） 水散布種子 治山植栽 礫川原消失 伐採 養蜂業者か
らの保全要
請への対応

根萌芽 河川流水散布 ヤナギ林不成立
攪乱適応種子 森林化

草原植生3 ヘラバヒメジョオン >50（1970s） 風散布
観光道路建設 種多様性の劣化

在来群落の構造変化
植物と昆虫類の関係変
化、立地環境の変化

刈り取り (地上部
剪定）メマツヨイグサ >50（1970s） 自動散布

オオハンゴンソウ* >20（2000）
風散布

道路工事、景観植物 掘り取り処理
オオキンケイギク * >20（2000） 法面緑化、景観植物

水生植物4 ウスゲオオバナミズ
キンバイ*

>10 
（2009までに侵入）水流散布など

園芸逸出、植物体断片・
種子の拡散

水辺から岸に生育する
植物との競争

植物体断片の流出
や取り残しに注意
しながら除去、駆
除後の再生株除去

分布水域外
での新規出
現

河川植生・
耕作放棄地5

セイタカアワダチソ
ウ* >100 風散布、 

クローン繁殖
植食者からの解放、蜜
源植物

近接して生育する在来
種への食害増加

外来昆虫を介した
見かけの競争を考
慮

* 特定外来種、日本の侵略的外来種ワースト 100
1.前迫（2021）、2．島野ほか（2021）、3．大窪（2021）、4．稗田（2021）、5．坂田（2021）



さまざまな植生の外来種定着プロセス

3

年にも満たないが、拡散速度が速く、湖面や河川などの
水系に大きな影響を与えている（表 1）。稗田（2022）は、
本種の拡散および在来種の絶滅危惧亜種ミズキンバイ
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven subsp. stipulacea 

(Ohwi) P.H.Ravenとの誤同定に関する問題点、外来水草の
侵入とその影響について述べ、外来種の早期駆除の重要
性と課題を指摘している。
　坂田（2022）は植物同士が間接的に負の影響を与える
｢見かけの競争｣ が生じるのではないかという問題提起か
ら、外来植食者と在来植物との興味深い相互作用に注目
し、これまでの研究を幅広く紹介している（表 1）。外来
植物と在来植物の相互作用メカニズムを明らかにするた
め、セイタカアワダチソウ Solidago altissima L.とアワダ
チソウグンバイ Corythucha marmorata Uhlerの検証実験を
行い、外来昆虫や生物的防除として導入した植食者に対
して、外来植物が防御を進化させていることについて論
じている。
　鷲谷（2022）は、コメンテーターとして特集記事をも
とに外来種研究の意義と課題、今後の生態系保全の視点
について総括している。鷲谷の ｢外来植物の侵入に対す
る生物多様性保全の対策は、侵入先の植生と優先的にま
もるべき生物多様性の要素に応じて、また、それをめぐ
る社会的な条件に応じて、実効性のある効果的な方策を、
生態学が社会に提案することが必要である。｣ というコメ
ントは、外来種研究の展望を的確に指摘している。
　本特集記事では、外来種の侵入プロセスおよび定着要
因が植生タイプや地域によって多岐にわたることが調査
データにもとづいて紹介されている。木本と草本の生活
史による種子散布や繁殖特性、陸域か水域かといった立
地によって外来種拡散の速度、定着、拡散様式は多様で
ある。外来植物と在来植物と外来昆虫の相互作用、侵入
した外来種駆除の困難性と必要性についても情報共有し、
今後の外来種対策と生物多様性の保全につなげることを
めざした。あらためて意見交換の機会を得たい。

謝　辞

　本自由集会の企画にあたり、コメンテーターをお引き
受けいただき、本特集に寄稿いただいた中央大学鷲谷い
づみ教授に深謝する。また、企画意図を理解し、外来種
に関する貴重な情報をまとめていただいたスピーカーの
みなさまに感謝したい。さいごに本特集記事に有益なコ
メントをいただいた永光輝義編集委員長と査読者のみな
さまにお礼申し上げる。

引用文献

Bucharova A, Van Kleunen M (2009) Introduction history and 
species characteristics partly explain naturalization success 
of North American woody species in Europe. Journal of 
Ecology, 97:230-238
江川 知花 (2019) リスクとベネフィットを合わせもつ外来
植物の戦略的管理. 日本生態学会誌, 69:29-35
稗田 真也 (2022) 琵琶湖における特定外来生物ウスゲオオ
バナミズキンバイの侵入・繁茂について. 日本生態学会
誌, 72:35-39
菊池 玲奈, 村中 孝司, 石井 潤, 鷲谷 いづみ (2006) 侵略的
外来種による生態系への影響と対策. 農林水産技術研究
ジャーナル, 29:41-45
前迫 ゆり (2022) 照葉樹林に侵入した外来木本種の拡散に
ニホンジカが与える影響. 日本生態学会誌, 72:5-12
村中 孝司, 石井 潤, 宮脇 成生, 鷲谷 いづみ (2005) 特定外
来生物に指定すべき外来植物種とその優先度に関する
保全生態学的視点からの検討. 保全生態学研究, 10:19-33
村中 孝司, 鷲谷 いづみ (2006) 日本における外来種問題の
現状と課題：特に外来緑化植物シナダレスズメガヤの
侵入における問題について. 哺乳類科学, 46:75-80
大窪 久美子 (2022) 外来植物の草原生態系への影響と植生
管理. 日本生態学会誌, 72:27-33

Richardson DM, Iponga DM, Roura-Pascual N, Krug R, 
Thuiller W, Milton SJ, Hughes GO (2010) Accommodating 
scenarios of climate change and management in modelling 
the distribution of the invasive tree Schinus molle in South 
Africa. Ecography, 33:1049-1061

Richardson DM, Remánek M (2011) Trees and shrubs as 
invasive alien species - A global review. Diversity and 
Distributions, 17:788-809

Roura-Pascual N, Krug RM, Richardson DM, Hui C (2010) 
Spatially-explicit sensitivity analysis for conservation 
management: exploring the influence of decisions in invasive 
alien plant management. Diversity and Distributions, 16:426-
438
坂田 ゆず (2022) 植食性昆虫を介した外来植物と在来植物
の相互作用. 日本生態学会誌, 72:41-48
島野 光司, 後藤 智史, 小林 剛 (2022) 河畔植生における構
成種の階層別被度を活用した在来植物群落 (コゴメヤナ
ギ高木林) から外来植物群落 (ニセアカシア高木林) へ
の推移過程の解析. 日本生態学会誌, 72:13-25
鷲谷 いづみ (2007) 外来種の定着と侵略性の生態学的要
因. 日本水産学会誌, 73:1117-1120
鷲谷 いづみ (2022)「外来種の定着プロセス－森林, 河川, 
湖沼, 草原に侵入した外来種の侵略性と多様性」へのコ
メント. 日本生態学会誌, 72:49-51


