Title

Author(s)

Citation

Issue Date

URL

Publisher

Rights

外来種の生態学と環境教育 : 外来植物の問題を通じて人
と自然の関わりを見つめ直す( fulltext )

斎藤,達也; 小柳,知代; 小山,明日香

環境教育学研究 : 東京学芸大学環境教育研究センター研
究報告(25): 3-15

2016-03-18

http://hdl.handle.net/2309/145234

東京学芸大学環境教育研究センター

東京学芸大学環境教育研究センター 研究報告
環境教育学研究 第 25 号：3-15 (2016)

原著論文

外来種の生態学と環境教育 ：
外来植物の問題を通じて人と自然の関わりを見つめ直す
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Ecology of Non-native Species and Environmental Education:
Revisiting the Relationship Between Human and Nature Through Problems of Non-native Plant Species
Tatsuya I. SAITO*1, *2, Tomoyo F. KOYANAGI*3 and Asuka KOYAMA*4
Institute of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology *1
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Not all but some non-native species have crucial influences on regional biodiversity and
ecosystem properties. In this study, we introduce the history of invasion and expansion of nonnative plant species in relation to the past human activities in Japan. We also demonstrate the recent
programs of environmental education which focused on the management of non-native species to
promote understanding of regional ecosystems and biodiversity around our lives. The topics of nonnative species can be important subject for environmental education for rethinking the relationships
between human and nature and having concrete actions for conserving regional ecosystems.
Key Words: environmental awareness, human activity, impact on biodiversity, introduction pathway,
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Ⅰ．はじめに
環境の問題、とりわけ生物多様性の保全を考えるにあたって、外来種の問題は避
けては通れないものとなっている。外来種とは、本来の自然分布域の外に、意図的
あるいは非意図的に人為的に導入された生物のことを指す（Richardson et al. 2000、
村中・石濱 2010）
。導入された外来種の一部は、導入先の地域で野生化し、地域の生
態系に対して様々な影響を与えている。日本国内では、植物だけで見ても、2016 年
時点で 1600 種以上の外来植物の野生化が記録されている（国立環境研究所 2016）
。清
水（2003）によると、2003 年時点で約 1200 種の外来植物が野生化していたことが報
告されているため、13 年間に少なくとも約 400 種の外来植物が新たに野生化したこと
が分かる。野生化した外来種の一部は地域の生態系に広範に分散し、地域の生物多
様性に深刻な影響を及ぼしている。このような外来種を侵略的外来種と呼ぶ（但し、
文献によって定義が異なることに注意；村中・石濱 2010）
。近年では、こうした侵略
的外来種を環境教育の題材に、外来種問題を学び、地域の生態系に対する理解を深
めることを目的とした環境教育プログラムが実践されるようになってきた。また、
外来種の導入・拡散の歴史に注目することで、外来種問題における責任の所在を明
らかにし、地域における人と自然との関わりの今後のあり方を見つめ直すことにも
つながると考えられる。本稿では、まず外来種の生態学の観点から、外来種が地域
の生物多様性にもたらす影響と侵略的外来種の拡散と関連する過去の人間活動につ
いて概説する。ここでは、研究の蓄積が進んでいる外来植物を主な題材として扱う。
その上で、外来種問題を題材とした環境教育の事例を通じて、その役割や注意点に
ついて議論する。

Ⅱ．外来種が地域の生物多様性にもたらす影響
日本の生物多様性国家戦略において、外来種の問題は、生物多様性を脅かす第３
の主要な危機要因として、位置付けられている（環境省 2012）
。外来種の侵入・定着
は、在来種の生存・繁殖を低下させることに加え、在来種間の生物間相互作用や物
質循環を改変する場合がある（村中・石濱 2010、西川・宮下 2011）
。さらには、人間
社会に対し、農業被害や病原体の蔓延などの問題を引き起こしている（西川・宮下
2011）
。代表的な事例として、例えば、湖沼へのアメリカザリガニの侵入は、沈水植
物や底生生物に負の影響を及ぼし、水質も変化させる（Matsuzaki et al. 2009）
。また、
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ため池等において、オオクチバス（ブラックバスの一種）は、在来の小型魚類や無
脊椎動物を捕食し、個体数や種多様性の減少を引き起こす（Takamura 2007）
。さらに、
セイヨウオオマルハナバチの拡散は、在来のマルハナバチ類や在来植物種の繁殖を
阻害する恐れがある（Goka 2010）
。
外来植物についても、生物多様性に対する様々な影響が報告されている（Vilà et al.
2011、赤坂ら 2014）
。例えば、侵略的外来植物が単一優占することで、被陰やリター
の蓄積により微環境を変化させ、在来植物の生育や更新を阻害する（Saito and Okubo
2013、Skurski et al. 2014）
。侵略的外来植物による微環境や植物群集構造の改変はま
た、訪花者、植食者、腐食者に属する様々な生物相の構造や種間関係を変化させて
しまう（de Groot et al. 2007、Litt et al. 2014）
。さらに、訪花者や植食者の量や行動の
変化は、在来植物の受粉効率や種子形成、種子食害率に負の影響を及ぼしうる
（Morales and Traveset 2009、Orrock and Witter 2010）
。
一方で、日本に導入された歴史が長く、既に地域の生態系の一部として、また私
たちの生活に欠かせない資源として存在している外来植物も少なくない。例えば、
日本国内で利用される有用植物の多くが、過去に人間により意図的に持ち込まれた
履歴を持つ外来植物であることが知られている。ハクサイやスイカ、ダイコンなど、
主要な食用植物の多くは、過去に渡来したものである。また、国内で利用される観
賞用植物の多くは外来植物であり、私たちの生活に彩りを添えている。シュウカイ
ドウやキンモクセイ、ホウセンカなどは江戸時代に導入され（村中 2008）
、現在も観
賞用に利用され続けている。このように、現在の私たちの生活において、外来植物
は重要な存在となっている。その他にも、稲作の導入等に伴って、非意図的に日本
に移入してきたと考えられる植物も数多く存在し、ヒデリコやチョウジタデ等の、
代表的な水田雑草が該当する。このような種は、史前帰化植物と言われ（前川
1943）
、いわゆる「外来種問題」の対象としては認識されない。日本では、欧米から
の人の往来が活発化した江戸時代末期（清水 2003）か明治維新以降（環境省 2015）
に導入された外来種を、外来種問題で取り扱うべき「外来種」として定義する場合
が多い（村中・石濱 2010）
。今現在も、多くの外来種が様々な目的のもとで、意図
的・非意図的に国外から持ち込まれているが、多くの場合、こうした外来種がもた
らす影響は不明であり（赤坂ら 2014）
、未だ私たちが認識できていない問題が顕在化
する可能性も潜んでいる。

6

斎藤 達也・小柳 知代・小山 明日香

Ⅲ．侵略的外来植物の導入・拡散と関連する人間活動
外来種の存在は、その定義が示す通り、人間による導入に端を発し、ごく一部が
定着・拡散する（Richardson et al. 2000、村中・石濱 2010）
。ここでは、研究の蓄積が
進んでいる外来植物を対象として、どのようにして導入されてきたのか、そしてど
のような要因で拡がってきたのかについて、人間活動との関係から紹介する。

１．外来植物はどのように入ってきたのか
外来植物が国内に持ち込まれてきた背景として、緑化や砂防、鑑賞用等の意図的
な導入目的が挙げられる（図 1）
。非意図的な導入としては、海外からの農林水産物
の輸入に付随する導入が代表例として挙げられる。例えば、輸入穀物の中には様々
意図的に導入された外来植物

シロツメクサ（牧草）

スイセン（園芸）

非意図的に導入された外来植物

アレチウリ
（アメリカからの輸入大豆に種子が
混入していたと考えられる）
図１ 意図的または非意図的に導入された外来植物の例
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な外来雑草の種子が混入していることが報告されている（浅井ら 2007）
（図 1）
。
外来植物の侵略性は、種の散布体（種子や根茎）の導入量（散布体圧；Lockwood
et al. 2005）によってある程度説明できることが分かっており、散布体圧の多寡が、
侵略的外来植物の定着成功や拡散と関連している可能性が指摘されている（Lockwood
et al. 2005）
。実際に、幾つかの研究は、散布体圧の高い種（つまり、過去に繰り返し
あるいは大量に導入された種）ほど、定着成功の確率が高く、拡散しやすいことを
明らかにしている（Lockwood et al. 2005、Pyšek et al. 2009）
。散布体圧と外来植物の
導入目的との間には関係性が認められている。例えば、砂防用あるいは造林用の種
では、一度の導入において大量の散布体が使用されるため、少数個体のみが導入さ
れることの多い観賞用植物に比べ、逸出し、侵略的となる確率が高いと考えられる
（Donaldson et al. 2014）
。日本では、緑化・砂防用の種や飼料用の種が高い侵略性を示
す場合が多いが（村中・石濱 2010、Akasaka et al. 2012）
、これにも散布体圧の高さが
少なからず関連していると考えられる（鷲谷 2007、畠瀬ら 2013）
。散布体圧は市場で
の流通量とも関連している。例えば、イギリスの観賞用植物を対象とした研究は、
市場における出回り頻度が高く、種子価格が安い種ほど、20 年後の定着確率が高い
ことを示している（Dehnen-Schmutz et al. 2007）
。フロリダでは、販売期間の長い観賞
用植物種ほど、野生化し、侵略的となる確率が高かった（Pemberton and Liu 2009）
。
散布体圧は非意図的に導入された外来植物の定着成功や拡散とも関連していると
予想される。非意図的に導入された種の場合、外来植物の散布体の付着・混入が生
じやすい物資（例えば、穀物、飼葉、材木）の輸入量が散布体圧の指標となりうる
（Hulme et al. 2009）
。日本では、終戦後 20 年間に渡来した外来植物の種数が著しく多
いが、これは、終戦後に輸入した膨大な食料や物資に夥しい数の雑草の散布体が混
入していたためと考えられている（村中・石濱 2010）
。
以上の事例が示すように、意図的にせよ非意図的にせよ、過去に繰り返し大量導
入された外来植物は導入先の地域で定着成功しやすく、侵略的にふるまう確率が高
いと考えられる。現在における侵略的外来植物の分布状況を理解する上で、散布体
圧に関連する過去の導入目的や流通状況を知ることは重要である。

２．外来植物はどのように拡がったのか
ある地域に導入された外来植物のうち、高い定着・分散能力をもつごく一部の種
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は地域環境内に自立的に拡がることができるが（例えば、Pyšek et al. 2009）
、大半の
種は野外に逸出したとしても地域環境に定着できず消滅する（Williamson and Fitter
1996）
。土地利用の変化によって創出された環境は、これらの外来植物に定着と拡散
の機会を提供してきたと考えられる（Vilà and Ibáñez 2011）
。特に、農地化や都市化
のような大規模な土地利用の変化は、様々な外来植物の定着適地を広範に創出し、
その種の拡散に貢献してきたと予想される（Vilà and Ibáñez 2011）
（図 2）
。さらに、
土地利用の変化はその当時の社会情勢に大きく左右されることから、社会情勢は間
接的に外来植物の拡散を助長する場合がある。例えば、ポーランドでは、1989 年の
政策転換の結果、農耕地の放棄が広く進むようなったが、この放棄地がそれまで分
布拡大することのなかった外来植物であるカシグルミの更新適地として機能し、そ
の分布拡散を招いた（Lenda et al. 2012）
。日本では、戦災とその復興過程で生じた大
規模な荒れ地が外来植物の定着と拡散を促したと言われている（久内 1950、村中・
石濱 2010）
。
経済の発達に伴う交通網の整備もまた侵略的外来植物の拡散に寄与しうる。路傍
はしばしば外来植物の定着地となり、拡散の足掛かりとなる（Forman et al. 2003）
。

図２ 耕作放棄地に広がるセイタカアワダチソウ群落
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さらに、自動車は、侵略的外来植物を含む大量の外来植物の種子を付着させており
（図 3）
、これらの種子の長距離散布に貢献している（von der Lippe and Kowarik 2007）
。
日本においても、道路網の発達は外来植物の拡散に寄与していることが指摘されて
いる（Hayasaka et al. 2011）
。また、鉄道網の整備もセイタカアワダチソウ（図 2）の
ような侵略的外来植物の分布に影響を与えた可能性がある（福田 1982）
。
私たちの身の回りには、現在も外来植物が定着可能な生育地（都市内の公園や道
路端、河川敷等）が数多く存在している。このような身の回りに生育する身近な外
来植物の導入や拡散のきっかけを理解することで、これまでの地域における人間活
動の歴史について理解を深めるとともに、これからの身近な自然環境との関わり方
を考え直すきっかけになると考えられる。

Ⅳ．環境教育への展開
１．環境教育の題材としての外来種問題
生物多様性保全を目的とした一般市民への普及・啓発活動として、地域固有の絶
滅危惧種や希少種の生息地保全・管理に関わる実践活動（例えば、里山の雑木林の

図３ 車に付着した種子から発芽したビオラの実生
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草刈り等）の事例が増加しつつある（例えば、武内ら 2001）
。こうした活動は、実際
の体験を通じて、地域の生態系の成り立ちに対する理解を深めることに寄与してい
る（例えば、小金沢ら 2002、谷村 2013）
。同様に、外来種管理の現場においても、一
般市民を対象とした環境教育活動の重要性が指摘されている（畑田・平野 2006、小
島 2006、田中 2012）
。侵略的外来種による影響を抑制するためには、外来種を「入れ
ない」
・
「捨てない」
・
「拡げない」ことが大原則である（環境省 2015）
。しかし、一般
の人々に外来種に関する知識がなければ、いくら研究者や環境保全活動団体が駆除
活動を行ったとしても、外来種の（非）意図的な導入に歯止めはかからず、地域の
生態系への影響を食い止めることはできない。在来の小型魚類等の生息に大きな影
響を与えているブラックバスやブルーギルの問題は、既に多くの人々が認識する問
題となっており、完全な駆除により在来魚類の種多様性や個体数が回復した例も報
告されている（Tsunoda et al. 2010）
。一方で、外来魚の違法放流は駆除管理後の水域
においても確認されており、生態系への影響が長期化している例も未だ少なくない
（角田 2011）
。大学生や大学院生を含む一般市民に、温室栽培植物の受粉のために導
入されたセイヨウオオマルハナバチの野外での捕獲調査を実施した事例研究では、
こうした活動が、実質的な外来種の抑制効果をもたらすだけでなく、参加した人々
の環境保全意識の向上につながり、ひいては環境教育を担う人材の育成にも繋がり
うることを指摘している（小島 2006）
。
一方で、外来植物については、生物多様性保全や生態系管理の立場から、外来種
の抑制に向けての実践的な事例が増加しつつある（例えば、大澤・赤坂 2009、森本・
小南 2015）
。しかし、未だ生態学的観点からの実践事例が大半であり、セイヨウオオ
マルハナバチの事例のように、一般市民を対象として環境教育の観点からその効果
を議論した研究や環境教育教材としての位置付けを示した研究はほとんど行われて
いない。
環境問題は、私たち自身の生活に密接に関わるものであり、環境に対する意識は、
身近な環境（生物）との関わりを通して育まれるものである。外来種は、人間活動
の拡大に伴って導入されたものであり、すでに深刻な影響を及ぼしていると考えら
れる外来種の多くが、私たちにとって「身近な」環境に生息する「身近な」生物と
なっている。地域の生態系に対する様々な問題が顕在化していく中で、今後、外来
種問題は、環境教育の現場にとって、欠くことのできない身近な題材として位置付
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けられていくだろう。

２．外来種問題を題材とする際の注意点
外来種問題を環境教育の題材とする場合、外来種による生態系への影響および計
画的な駆除管理の必要性に焦点が当てられるケースが多い。これは一歩間違えると、
外来種のみを悪者として捉え、生物に優劣をつけてしまいかねない危険性を持って
いる。外来種問題に向き合う上で、忘れてはならない点が、導入された外来種によっ
て、地域の生態系を構成する多くの在来種が生息地を奪われる等により命を失う一
方で、人間本意の行動により導入された外来種も、駆除の対象になり、結果として
命を失ってしまう、という点である。これまで紹介してきた通り、外来種は、人間
側の様々な目的に応じるために意図的・非意図的に導入されてきた。また、外来種
の分布拡大についても、外来種の持つ侵略的な性質のみが必ずしも「悪い」のでは
なく、近年の人間活動の種類の変化（土壌の撹乱を伴う大規模な土地改変の増加等）
の結果として、外来種が定着しやすい環境が創造されたことも一因と考えられ、私
たち人間自身にその責任の所在がある。このように外来種問題を環境教育の題材に
する際には、私たち人間の日々の生活を通して環境を見つめ直していく、という環
境教育において最も重要な視点が必要不可欠である。

Ｖ．おわりに
人間活動に伴って、意図的・非意図的に導入された外来種の一部は、その侵略性
から地域の生態系や生物多様性に対して、様々な影響をもたらしている。こうした
侵略的外来種の問題を環境教育の題材として取り上げ、導入の経緯を正しく理解す
ることは、人間と自然との関わりの歴史的背景を学び、今後のあり方を見直すこと
にもつながる。また、外来種による地域の生態系への影響を学ぶことは、地域の本
来の自然環境の特徴（生態系の成り立ちや地域の生物相）を理解することにもつな
がっていくだろう。すでに外来種問題を題材とした様々な環境教育プログラムが展
開されており、環境保全意識の養成だけでなく、外来種管理活動への理解や普及に
おける有効性も期待されている。人間と自然との関わりの歴史を理解し、責任の所
在を明確にしながら、私たちの日々の生活に直結する問題として外来種問題に向き
合っていくことが重要である。
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