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特定外来生物のオオハンゴンソウは、全道各地に生育しており、当局発注工事の現場内にお
いても多数確認されている。開発環境課は、オオハンゴンソウの防除について局内に周知する
とともに、事業課と協議のうえ各部門の特記仕様書を改訂して対応にあたってきた。本論文で
は、特定外来生物の防除の背景・経緯について整理するとともに、防除の実施状況の事例紹介
を交えた対応上のポイントについて報告する。
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1．はじめに

害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中か
ら『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：平成16年6月2日法律第78号（以下外来生
我が国は、平成5年に発効した『生物多様性条約』
物法）』により、平成23年7月1日現在、1科13属91種
に基づき、生物多様性国家戦略を策定して様々な取組
(105種類)が指定されている。特定外来生物は、生き
を行っている。平成20年には『生物多様性基本法』が
ているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、
施行され、法定の国家戦略となった。平成22年には、
器官なども含まれる3) 。
愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締
植物に関しては、法施行時は3種、平成18年2月1日
結国会議(COP10)において、『新戦略計画と愛知目標』 の第2次指定分の施行で9種追加され、12種の指定3)と
1)
なり、現在に至っている。
が採択された。その後、愛知目標の達成に向けた国
別目標などを設定し、国家戦略に反映したものが『生
(2) 外来生物法の概要
物多様性国家戦略2012-2020』2)として平成24年9月に
外来生物法で指定された、『特定外来生物』につい
閣議決定されたところである。
ては、表-1に示すような規制がかけられており、これ
この国家戦略において、『外来種などの持ち込みに
に違反した場合については罰則も定められている。
よる生態系の攪乱』が大きな脅威であると位置づけら
(3) 河川水辺の国勢調査による確認状況
れ、愛知目標の達成に向けたロードマップでは、外来
特定外来生物については、河川水辺の国勢調査によ
種対策の具体的施策が記述されている。
り分布が確認されており、河川環境データベース4)に
国土交通省では、特定外来生物の第2次指定分の施
て公表されている平成10～22年度までの調査結果では、
行にあわせて、平成18年2月1日に環境省と連名で特定
北海道内の直轄管理区間（直轄ダム区間を含む）にお
いては、すべての河川でオオハンゴンソウの生息が確
外来生物（植物）5種(オオキンケイギク、オオハンゴ
認され、後志利別川ではアレチウリの生息が平成13年
ンソウ、ナルトサワギク、アレチウリ、オオカワヂシ
に確認されているが、それ以外の特定外来生物(植物)
ャ)の防除に関する告示『オオキンケイギク等の防除
は確認されていない。
に関する件』を行っており、平成33年3月31日までの
表-1 法に基づく特定外来生物の規制内容一覧
間、適切な目標を定めて防除を実施することとなって
条項
規制内容など
いる。
第四条 （飼養等の禁止）
・『飼養等』とは、植物では『栽培』、『保管』、『運搬』を指し、こ
本稿では、特定外来生物(植物)のうち、道内でも生
れらの行為の禁止
育が広く確認されているオオハンゴンソウを中心に、
第八条 （譲渡し等の禁止）
・『譲り渡し等』とは、『譲渡し』、『譲受け』、『引渡し』、『引受け』
防除方法のポイントなどについて報告する。
を指し、これらの行為の禁止

2．特定外来生物について
(1) 特定外来生物
特定外来生物とは、外来生物（海外起源の外来種）
であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被
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第九条

（放つ・植える・播くことの禁止）
・『放つ』、『植える』、『播く』行為の禁止

・販売・頒布目的の飼養等/販売・頒布 (第四条/第八条)
・許可施設の外で放ち、植え、又は播いた者 (第九条)
第三十二条
⇒3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
～
・第四条、第八条の規定に違反した者（上記以外）
第三十六条
⇒1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
※法人に対しては最大一億円の罰金刑が科される。
罰則

3．オオハンゴンソウ属（ルドベキア属）
について
(1) オオハンゴンソウ
オオハンゴンソウ（学名Rudbeckia laciniata）は、
キク科オオハンゴンソウ属（＝ルドベキア属）に分類
され、北アメリカ原産で、明治中期に観賞用に輸入さ
れたが、近年は本種の輸入・流通は無い。寒さに強い
宿根草(多年草)で、日本全国で自然に繁殖したものが
分布している。中部以北の寒冷な地域に多く、道内で
は、図-15)に示す様にほぼ全域に生息域を拡大してお
り、あちこちで大群落を形成するなど、生態系への影
響が懸念される状況となっている。
(2) 近縁種/類似種について
オオハンゴンソウ属には、種間交配などによる園芸
品種も多く、ルドベキアの総称で日本国内で流通して
いるものもある。表-2に、オオハンゴンソウと、他の
近縁種/類似種の特徴6)を示した。
ヤエザキハンゴンソウは、オオハンゴンソウと学名
を比較すると、品種を示す”var.～”は異なるが、種
名”Rudbeckia laciniata ”までが一緒であるため、特
定外来生物となる。
オオハンゴンソウ属に含まれる近縁種/類似種につ
いては、表-2のように和名を持つ種も多く流通してい

凡

例

H22年3月までの累積情報
外来種を確認した市町村
外来種を確認した地点
(5kmメッシュ)

図-1 オオハンゴンソウ分布図 5)
表-2 オオハンゴンソウの近縁種/類似種の特徴 6)

る。アラゲハンゴンソウ、オオミツバハンゴンソウに
つ い て は 、 そ れ ぞ れ の 種 名 ”Rudbeckia
hirta”、”Rudbeckia triloba”が、特定外来生物に指
定されたlaciniata種とは異なるため、法に基づく防除
の対象ではないが、外来生物には変わりなく、野生化
して在来種を駆逐し、生態系を脅かすようなことにな
らないよう、生息域の拡大などに注意が必要である。
なお、キクイモについては、オオハンゴンソウとは
別種であるが、花の特徴が似ていることから、葉の違
いで判断できるよう掲載されている。
(3) 生態について
オオハンゴンソウの種子は休眠性であり、土壌シー
ドバンクを形成する事が知られている7)8)。埋土種子か
らは、発芽の障害となる条件が無くなった時に実生す
る。また、発芽については、5℃から30℃まで5℃刻み
で室内実験を実施した竹内･橘の報告9)によると、風乾
処理（室温で3ヶ月保存して休眠解除したもの）後の
種子の発芽率（平均値）は、20℃では6.7%、25℃では
72.0％となっており、25℃で最もよく発芽する。場所
やその日の天候等にもよるが、黄金週間頃には最高気
温が20℃を超える日が続くこともあり、日射等により
地温もそれ以上に上昇することから、この頃からオオ
ハンゴンソウが発芽しはじめるものと考えられる。
さらにオオハンゴンソウは、地上部が枯れたり刈り
取られても、残った地下茎から茎を出して再生する
『クローン成長』によっても生息域を拡大する6)7)8)。
大澤・赤坂の調査研究報告10)によると、実験室内では、
生重量2.4gの根塊が土中に残存すると50％の確率で地
上部が再生することがわかっている。
図-2は、現場における生育の段階を参考に、北海道
におけるオオハンゴンソウの生活サイクルをまとめた
ものである。概ね5月には発芽し、7月に開花、9月以
降は種子を放出する。
(4) オオハンゴンソウ同定のポイント
オオハンゴンソウは、発芽後1ヶ月程度経つと、葉
が茎から互生に生え、5から7つの裂片に分かれた鋸歯
がある特徴的な葉が見られるようになる。ヨモギの葉
と形状は似ているが、オオハンゴンソウは成長してく
ると、茎は白い粉がついたようになるので判別のポイ
ントとなる(図-3)。花は、他のキク科の花と同様、小
さな花(舌状花と管状花)が集まり頭状花を形成する。
頭状花のサイズは直径6～10cmで、舌状花は黄色くて
他のキク科の花よりもやや細長く、10～14枚ある。管
状花は黄緑色である6)。

図-2 オオハンゴンソウの生活サイクル
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4．北海道で生息が確認されているその他の
特定外来生物について
(1) オオキンケイギク
オオキンケイギクは、キク科の多年草で、観賞用に
育成された園芸品種が多く、過去にはワイルドフラワ
ーなどとして道路の植栽桝や公園の緑化などにも導入
されている6)7)8)。
道内での分布は図-45)のとおりであり、札幌市内で
は図-5のように、道路際で咲く姿も確認されている。
開花期は5～7月で、他のキク科植物と同様、小さな花
（舌状花と管状花）が多数集まって直径5～7cmの頭状
花を形成する。舌状花は黄燈色で、花びらの先は不規
則に4～5に分かれる。高さは30～70cmで、根元付近か
ら束状に多数生える6)。
北海道開発局では、平成24年度に北見市とむかわ町
で生育が確認され防除を行っている。今後は生息地の
拡大なども想定されることから、図-4に示した箇所以
外の現場においても、本種の特徴などを把握し、確認
された場合は適切な対応をとる必要がある。
(2) アレチウリ
アレチウリは、ウリ科の１年草で、種子には休眠性
があり、土壌シードバンクを形成する。林縁、荒地、
河川敷など、日当たりのよい場所で大繁殖して一面を
覆いつくし、在来植物を駆逐する被害が生じる6)。
道内での分布は図-65)のとおりである。アレチウリ
の花は白くて小さく、たくさん集まって咲き、果実に
は鋭い刺がある。葉は3～7回浅く裂け、目立たない鋸

歯がある。果実は風や雨により運ばれるが、表面の刺
により人や動物に付着して運ばれることもある6)。
北海道開発局では平成24年度に十勝川で生息が確認
(図-7)され、防除を行った。今後は生息地の拡大など
も想定されることから、図-6に示した箇所以外の現場
においても、本種の特徴などを把握し、確認された場
合は適切な対応をとる必要がある。

5．北海道開発局での取組について
国土交通省では、法制定以前から「河川における外
来種対策に向けて（案）」（平成13 年）、外来種に
関する基礎情報と全国の対策事例を取りまとめた「河
川における外来種対策の考え方とその事例」（平成15
年）及び「同（改訂版）」（平成20 年）などにより、
外来生物の駆除に取り組んできた。
平成18年には、河川及び道路の管理行為としての除
草又は工事を適切に実施するため、国土交通大臣が
『主務大臣等』として『オオキンケイギク等の防除に
関する件』を告示7)し、防除を実施している。さらに
平成23年3月の告示の改正（実施期間延長）にあわせ
て、開発環境課では、より具体的に現場での防除が行
えるよう事務連絡を発出するなどして、留意点や防除
の手法などを広め、取り組みを強化してきたところで
ある。平成23年度と平成24年度については、北海道開
発局では表-3のとおり平成23年度は59件、平成24年度
は12月末現在で61件の特定外来生物の防除を実施した。
河川改修工事は掘削工事や築堤工事のように工事区間
も比較的広いため、防除の件数が伸びている。また、
用排水路などの水路周辺の工事でも防除の件数が多い。
河川・道路の維持工事については、刈り倒しのみで区
域外への運搬が無ければ通常の維持行為と見なされる
ことから、防除の位置づけになっていないものが多い
ため、件数が少ないものと分析される。
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H22年3月までの累積情報
外来種を確認した市町村
外来種を確認した地点
(5kmメッシュ)

図-3 オオハンゴンソウ同定のポイント
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H22年3月までの累積情報
外来種を確認した市町村
外来種を確認した地点
(5kmメッシュ)

図-6 アレチウリの分布図
(左図) 5)
図-7 平成 24 年度現場で防除されたアレチウリ(右図)
表-3 北海道開発局で実施した特定外来生物の
防除件数
年 度
H23年度

図-4 オオキンケイギクの
分布図(左図) 5)
図-5 道路際で確認されたオオキンケイギク(右図)
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H24年度

防除対象

河川
改修等

ｵｵﾊﾝ
ｺﾞﾝｿｳ
ｵｵﾊﾝ
ｺﾞﾝｿｳ

38

ｱﾚﾁｳﾘ

1

ｵｵｷﾝ
ｹｲｷﾞｸ

24

河川
維持

4

道路
改良等

道路
維持

土地
改良

12

2

7

9

9

12

計

備考

59
58 12月末現在
1 12月末現在

1

1

2 12月末現在

6．オオハンゴンソウの防除のポイント
(1) 防除の目的
北海道開発局では、特定外来生物による自然生態系
への被害の拡大を防ぎ、影響の低減を図ることを目的
として、法第十一条による主務大臣等による防除を実
施する。防除が必要なものとしては、第2章で示した
禁止行為に該当する運搬などの行為を行う必要のある
工事や、環境への影響の低減を図る必要のある工事な
どである。
(2) 対応の基本
外来生物による生態系への被害防止三原則11) 『入
れない』『捨てない』『拡げない』のうち、工事など
における対応の基本は、『拡げない』(野外にすでに
いる外来生物は、生息が確認されていない他地域に拡
げない)ことである。
(3) 防除該当の判断について
特定外来生物の生息が確認された場合、防除を行う
必要がある工事とは、法の規制を受ける対象である
『生きている個体(種子を含む)』もしくは、『生きて
いる生殖可能な器官(根)』(法第2条)を、その生息地
から外に持ち出す行為が必要なものや、持ち出す恐れ
のあるものとなる。
ここで、『持ち出すこと』とは、法第4条で規制さ
れている個体(種子を含む)もしくは、器官(根)を運搬
することを指し、これらを含んでいる土砂(すき取り
土)の運搬も該当する。『恐れのあるもの』とは、種
子を形成した個体を刈り倒しただけでは種子が散逸等
することが想定されるものや、作業機械などに付着な
どして種子を生息地の外にばらまいてしまうものなど
が該当する。
防除の該当となるかどうかの判断フローは、図-8の
ようになり、以下にそれぞれの作業段階におけるポイ
ントを整理した。
オオハンゴンソウ
の確認

生育なし
END

生育あり
工事（すき取り、除草
等）の実施

なし

あり

環境への
影響

あり

なし

必要なし
END

オオハンゴンソウの状
態

ただし、状況の把握
に努めること

切花、茎、全体が枯死した個体、
移動しない刈り放し

生きている個体
種子、根
オオハンゴンソウ（個体、
種子、根）及びそれを含
む土砂の運搬

END

防除

END

一般廃棄物処理場へ
公道へ出て
運搬する

運搬者

有資格
廃棄物処理業者

END

工事請負者

工事区域外へ
運搬しない
生育地の拡大の
おそれ

必要あり
防除の検討

防除

なし

※運搬距離を最短にすること
※逸出防止を徹底すること

END

あり
必要あり
防除の検討

防除

なし
END

図-8 防除該当の判断フロー図(オオハンゴンソウ)
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(4) 除草作業におけるポイント
現地にてオオハンゴンソウの生息が確認された場合
のポイントは、刈草に含まれる『生きた個体及びその
器官を移動しないこと』である。種子形成前(図-3よ
りおおむね8月まで)であれば、茎や花には生殖能力が
無く、生きた器官と見なされないことから、刈り倒し
て存置する（存置のまま枯らす）ことは生息域の拡大
にはつながらない。一方、種子を形成する時期(おお
むね9月)以降では、刈り倒して存置するとしても、種
子を散逸しない配慮や、作業機械などに付着などして
現場外へ持ち出さない配慮が必要となる場合がある。
種子が形成された後であれば、頭状花部分を摘み、ビ
ニル袋に入れるなどした後に刈り倒す事が望ましい。
なお、種子の入ったビニル袋は焼却処分が望ましい。
(5) すき取り作業におけるポイント
すき取りの際には、オオハンゴンソウの根が残ると
そこから再生産することから、現地の生息個体を引き
抜くなどして根の深さを確かめた上で、必要な深さま
ですき取る必要がある。
(6) 現地保管の際のポイント
現地にて保管をする際、気をつけなければならない
のが散逸である。種子や根などが仮置き土砂に混じっ
たり、その他へ飛散することの無いよう、シートを敷
き、麻袋などに入れて散逸や混入を防ぐことが重要で
ある。根を含む個体を抜き取った場合、ビニル袋に入
れて確実に枯死させる処理を行った上で運搬に備える
事も有効である。また、すき取り土などとともに、建
設副産物として一時保管する場合は一時保管場所の表
示が必要である。
(7) 移動、運搬の際のポイント
生きた個体(種子を含む)や器官等、及びこれらを含
むすき取り土については、生息地内での処理が難しい
場合、運搬して処分場などで処分することとなる。移
動、運搬については、前項と同様、散逸の防止が重要
である。やむを得ず生きた個体(種子を含む)、器官等
を運搬する必要が生じた場合は、散逸防止措置をとり、
運搬距離が短くなるようルートに配慮するなどして防
除の一環で運搬するか、廃棄物処理業者への委託が必
要となる。
(8) すき取り土の現地処理のポイント
種子及び根が混入するすき取り土については、再び
掘り返す予定の無い場所において穴を掘り、そこにす
き取り土を敷均し、20cm以上の覆土を行い、土に埋も
れた状態を保ち続けることで発芽を抑制できる12)。こ
の場合、特定外来生物以外の一般の雑草などの一般廃
棄物を一緒に埋めることは不法投棄（廃棄物処理法違
反）となってしまうことから、オオハンゴンソウと分
別する必要がある。
(9) 抜き取り処理の際のポイント
個体を根ごと抜き取って処分することは、技術的に
も容易でかつ、他の植物などへの影響が少ない処理方
法である。しかし、一面に群生しているような現場で
は、人的コストが大きくなるなど適用が難しい場合も
ある。

なお、抜き取った場合でも土中には種子が含まれて
いる可能性が高く、次の年には実生や土中に残った根
からの発芽が懸念される。
オオハンゴンソウの根絶を目指すためには、年複数
回、複数年にわたって抜き取り続け、モニタリングを
行いながら順応的管理を行うことが必要7)8)10)である。

7．事業におけるオオハンゴンソウの防除
(1) オオハンゴンソウの生育確認事例
ゼロ国債工事などは、雪解け早々から準備を始め、
5月の連休以降本格的に工事を進めるため、オオハン
ゴンソウが発芽して間もない時期は、個体の確認が難
しいケースも多いが、現場内の生育状況を速やかに調
査して、オオハンゴンソウを同定し、防除することが
重要である。前年におけるオオハンゴンソウの生息確
認情報があれば、受注者に提供することで確認が容易
になる。
各工事においてオオハンゴンソウが確認された順に
その状況写真を図-9に示す。
図-9 a)b)は、平成24年5月に確認されたオオハンゴ
ンソウの例である。前出の図-3で示したように、ヨモ
ギの葉のように見えるが、ヨモギは葉の裏に毛があり
灰白色をしているが、オオハンゴンソウには毛が無い
ため、注意深く見ると同定ができる。

図-9 c)d)は、比較的成長している開花前の個体で
ある。葉にはオオハンゴンソウの特徴がはっきりと見
られ、同定も容易である。
7月中旬を過ぎ、8月ともなると図-9 e)f)のように
開花し、黄色く目立つので発見は容易である。写真の
様子では、頭状花の中央部分が黄緑色であり管状花が
まだついている状態であることから、受粉しているが
完全には結実していない段階とみられ、種子は未形成
もしくは未熟である。この状態であれば、まだ種子散
逸防止の対策が不要な段階であるが、その後短期間で
結実し、種子の形成の段階に至ることから、防除のタ
イミングには注意が必要である。
8月には結実し9月を過ぎると種子が形成、散布され
る時期となる。図-9 g)h)の様に花びら(舌状花)が散
り、種子が形成された状態となっているものは、種子
の散逸防止に注意が必要となる。
図-9 i)j)は、種子の散布を終えた個体の写真であ
る。9 月を過ぎると、枯れ草よりも種子や根を含むす
き取り土の処理が中心となる。図-9 j)のように頭状
花部分には、若干種子を残しているものも多いため、
枯れ草の処理についても『種子を含むもの』として散
逸防止や永久的埋土処理、焼却処分などを行う必要が
ある。

H24/5/7 撮影 (石狩市)

H24/5/19 撮影 (美唄市)

H24/6/25 撮影 (瀬棚町)

H24/7/12 撮影 (岩見沢市)

H24/8/3 撮影 (砂川市)

H24/8/8 撮影 (江別市)

H24/9/13 撮影 (美唄市)

H24/10/12 撮影 (美唄市)

H24/9/25 撮影 (南幌町)
種子形成･散布した
頭状花部拡大写真
図-9 現場におけるオオハンゴンソウの確認状況
Seiichi YANO，Kanako HAYASHI

9．まとめ
今後も生息域の拡大が予見される特定外来生物(植
物)への対応は、予算や人員、実施場所など様々な制
約があり根絶を行うためには限界がある。したがって、
特定外来生物による、本道の生態系への被害がこれ以
上拡大しないよう、影響を最低限にとどめるための
『拡げない』努力が重要である。このため、開発環境
課では適切な対策方法について周知を図るとともに、
新たな知見等の情報提供に努めて参りたい。
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