
Bungoensis，1：60-64，2015                          活動報告

著者：川野智美 〒879-4911 大分県玖珠郡九重町大字田野 1624-34 E-mail：skawano@7midori.org 

－60－

大分県九重町内のオオハンゴンソウ駆除の取組み 

九重の自然を守る会 

はじめに 

１．オオハンゴンソウについて 

オオハンゴンソウはキク科の多年生草本で，

在来生物や生態系に影響を及ぼす恐れがある

として外来生物法により，特定外来生物に指定

され、栽培・運搬・譲渡等が禁止されている。

北米原産で，日本には明治時代に観賞用として

移入されたもので，ワイルドフラワー緑化の材

料として利用されていた経緯を持つ。もともと

植栽されていた場所から逸出しただけでなく，

花が美しく目立つために人が種子を広げ，分布

拡大したという考えもある。種子が混入してい

る土が運び込まれた造成地や，人・車両の移動

や水流によって種子が拡散することで，道端や

水路沿い，窪地などに多くみられる。高さは

0.5～3m，花期は 7 月～10 月。1 つの頭花に

200 ケほどの種子をつくる。刈り取りにも強く，

根塊の破片（約 2.4g）から再生する（大澤・

赤坂，2009）ほど繁殖力が強く，一度群落を

つくると，根絶は難しい。北海道や日光，上高

地など気候が冷涼な地域で特に問題になって

いる。

２．オオハンゴンソウの駆除について 

オオハンゴンソウの駆除について，大澤・赤

坂（2009）によると，完全に根絶するには根

の抜き取りを同じ場所において最低 3 年続け

ることが必要である。しかし，駆除活動に動員

できる人員が制限される場合は，分布拡大の抑

制（開花の抑制）を目的に，種子が生産される

前に地上部すべての刈り取りを年に一回行う

（大澤・赤坂，2007）。刈り取りは根絶を目指

した活動に移行できるまで，継続する必要があ

る。このように抜き取りと刈り取りを目的に応

じて選択することが効果的であるが，これはあ

くまでも現時点における最善策である。という

のもオオハンゴンソウの生態はまだよく知ら

れていない部分があり，確実な駆除方法が確立

されていないからである。不確実性を伴った方

法でも実践することで新たな知見を得，これを

繰り返すことでより適した方法を確立させる

「順応的管理」の考えを持って駆除を行う必要

がある。

３．大分県九重町における分布状況 

九重町内では，2007 年ごろからオオハンゴ

ンソウの群落が目立ちはじめ，ラムサール登録

湿地であるタデ原湿原への侵入も確認された。

分布調査については，2010 年に「阿蘇くじゅ

う国立公園くじゅう地区オオハンゴンソウ分

布状況確認業務」（環境省請負業務として，九

重・飯田高原観光協会が実施）が行われている。

それによると，分布は 111 カ所におよび，標高

約 850m 付近，県道 621 号線に沿って多く分

布がみられ，県道 11 号線，40 号線沿いにも分

布が確認された。また，タデ原湿原周辺や標高
図 1．九重町飯田高原に繁茂するオオハンゴンソウ
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約 1,100m 付近のキャンプ場など，阿蘇くじゅ

う国立公園のコアエリアと言える地域におい

ても群落が認められている。分布調査のエリア

外においては，九酔渓の標高 600m 付近（県道

40 号線沿い）や由布市の湯布院カントリーク

ラブ近く（県道 537 号線沿い）などでも分布

を確認している。現在，分布調査から 4 年が経

過しており，再調査が必要である。

活動内容 

１．駆除活動 

１）駆除活動の状況 

九重町内では 2007 年より，九重の自然を守

る会，環境省くじゅう地区パークボランティア

の会，九重・飯田高原観光協会，長者原ビジタ

ーセンター，環境省，九重ふるさと自然学校な

どによって主にタデ原湿原周辺を中心に，刈り

取り，引き抜きなどの駆除活動が行われてきた。

また県立玖珠農業高校の生徒や大分大学・日本

文理大学の学生が活動に協力している。2013
年度・2014 年度には，九重の自然を守る会が

オオハンゴンソウの駆除活動において，大分県

より「外来生物駆除活動委託事業」を受けた。

それを機に，より効果的で持続可能な駆除方法

の確立を念頭に置いたオオハンゴンソウの根

絶をめざしている。また駆除活動には（独）農

業環境技術研究所研究員大澤剛士氏の協力を

得ている。

２）駆除範囲 

現在の少人数の体制では九重町内全域を対

象とすることが困難であるため，優先順位を設

け集中的に駆除活動を行っている。現在は阿蘇

くじゅう国立公園タデ原湿原内での繁殖を阻

止することを目標として，駆除活動を進めてい

る。タデ原湿原周辺における分布箇所を図 2
に示す。

３）駆除方法 

確認されている A から F の地点において、

根絶を目指した活動を行っている。作業内容は

図 2．タデ原湿原周辺の分布地点 

スコップや根掘りなどを使って根塊を残さず

抜き取ることである。A，B，C，F 地点では，

2013 年に全株を抜き取った。しかし 2014 年

には，見落としていた株や，残った根塊・埋土

種子由来と思われる発芽があり，抜き取りを行

った。根絶には今しばらく確認作業が必要であ

る。一方，1,000 株以上の群落を作っている D
地点では，抜き取る作業が追い付かないので，

まずは地上部の刈り取りを行って開花を抑制

し，種子を生産させないことを優先している。

刈り取りには刈払機を，または林の中など機械

が使えない場所は，鎌を使用している。現段階

では分布拡大の抑制が精いっぱいで根絶には

程遠い。効率的な駆除方法を模索しながら活動

を行っているところである。なお，駆除活動を

行っている各地点は，自然公園法第 20 条に定

める第 1 種特別地域および第 2 種特別地域で

ある。地権者には理解を得て駆除活動を行って

いる。さらに駆除した植物体の搬出・処分は，

環境省職員の立ち合いのもとに行っている。駆

除するにあたって活動内容や時間，人員数など

を記録している。
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表 1．各地点の駆除方法と株数の変化

４）わかってきた生態と効果的な駆除 

①効果的な刈り取り時期 

九重町内では，初夏に地上部を刈り取りして

も，再び成長点から茎を伸ばし，花芽をつけて

開花し，種子を形成する。よって開花を抑制す

るためには 2 回目の刈り取り，または花芽の摘

み取りが加えて必要となる。D 地点での駆除活

動を例に取ると，2013 年は 1 回目の刈り取り

を茎がまだ成長途中の 6 月中旬に行った結果，

再び成長した茎についた花芽が 7 月上旬に開

花しそうになり，2 回目の刈り取りを行った。

その後再び 8 月上旬に開花しそうになり，3 回

目の刈り取りを行った。その反省を活かし，

2014 年は 1 回目の刈り取りを開花直前の 7 月

上旬に行った。その後は昨年同様，花芽はつい

たものの，数は少なく，花芽摘み取りによる駆

除のみを行った。これは，茎が十分に成長した

開花直前に刈り取りしたことで，再び花芽をつ

ける力を低下させることができたことによる

と考える。開花抑制のための作業を軽減出来た

ことで，抜根作業に労力を費やすことが出来た。

その後の作業量にも関わることなので，刈り取

り時期はしっかりと見極めることが大切であ

る。

②刈り取り後の花芽の処理 

刈り取った茎に付いている花芽が，その後開

花し，種子の形成を行うのかどうか，観察を行

表 2．D地点の刈り取り作業について

図 3．駆除活動の様子（開花前に花芽を摘み取る）

った。結果，観察したすべての花芽は枯死また

は腐り，種子を形成することはなかったが，中

には舌状花の花弁が黄色に色づいたり，花粉が

形成されたりするものが生じた。また観察では，

根元で刈り取ったもの（茎が長いもの）ほど，

花芽が早く枯死する傾向にあった。これらの観

察から，刈り取った花芽付きの茎を現地に放置

した場合，花芽が成長し，種子を形成すること

は皆無とは言い難い。よってリスク回避のため

に花芽は摘み取り，現場から取り除き処分する

ことが望ましい。その際には刈り取り作業を行

地点 駆除内容
株数 

2013 年 4月

株数 
2014 年 8月

A 抜き取り 約 300 約 10 

B 抜き取り 約 200 0 

C 抜き取り 約 400 約 20 

D 
刈り取り

抜き取り
1,000 以上 1,000 以上

E 
刈り取り

2013 年のみ
1,000 以上 1,000 以上

F 抜き取り 5 0 

2013 年 

刈り取り時期 6月中旬 

状 態 茎が成長途中 

その後の処理 2回目の刈り取りを 7月上旬，

3 回目の刈り取りを 8 月上旬

に実施 

回数と人員 6 回 のべ 81名 

2014 年 

刈り取り時期 7月上旬 

状 態 茎が十分に成長（70 ㎝～120

㎝），花芽形成され，最頭頂部

の花芽が開花直前 

その後の処理 8～10 月の間，花芽摘み取り 

回数と人員 5 回 のべ 32名 
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う前に摘み取り作業を行うことが作業効率上

良い。また刈り取りは，摘み取りきれない花芽

が，成長する前に枯死することを狙い，出来る

だけ根元から刈ることが望ましい。

図 4．刈り取り時（左）。2 日後（右）雄しべが成

長し，花粉が生じている。 

図 5．刈り取り時（左）。8 日後（右）舌状花の花

弁が成長している。 

２．その他の活動 

１）野焼きの効果をモニタリング 

昔から草原維持のために行われてきた野焼

きだが，タデ原湿原も途絶えていた野焼きを復

活させたことにより，草原植生が回復した。こ

れをヒントにオオハンゴンソウが優占する場

所で，野焼きが在来草原植生を回復させるのに

効果的なのか，また野焼きによってオオハンゴ

ンソウの生育が影響を受けるのかを検証する

ため，実験区を設けた。今後毎年野焼きを行い，

植生の変化やオオハンゴンソウの動向をモニ

タリングしていく。

２）駆除活動のための体制づくり 

九重町商工観光・自然環境課が主体となり，

「大分県九重町オオハンゴンソウ防除実施計

画書」を作成し，環境省により確認された（2014

年 7 月）。通常，特定外来生物は運搬や飼養が

図 6．実験区の様子。ロゼット状に葉を広げたオオハ

ンゴンソウが優占している（5月） 

図 7．実験区に枯ススキを敷き，野焼き実施（5月） 

図 8．野焼き後の実験区を植生調査（6月） 

できないが，これにより，処分が容易になり，

実験も可能になった。さらにこの防除実施計画

を具体的な活動に移すための体制づくりを進

めている。活動主体としては，九重の自然を守

る会，環境省くじゅう地区パークボランティア

の会，くじゅう地区管理運営協議会，九重・飯

田高原観光協会，環境省，九重町，九重ふるさ

と自然学校などがそれぞれの得意分野を活か

しながら協働し，さらに大澤氏からは科学的知
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見および先進事例を踏まえたアドバイスを受

けている。民・官・学による駆除活動の体制が

整いつつある。さらに大学生が駆除活動に参加

したり，企業の CSRの一環として社員が参加し

たりするなど，活動の輪が広がっている。 

３）啓発活動 

①「九重・飯田高原の外来種について」の発行 

オオハンゴンソウを含む外来生物について

の啓発用パンフレットを作成。九重町商工観

光・自然環境課の協力を得て，2014 年 7 月に

九重町飯田地区の全戸に配布した。

②勉強会の実施 

大澤剛士氏の来訪にあわせて，勉強会を開催

（2013 年 10 月，2014 年 9 月）し，会員およ

び，飯田地区まちづくり協議会の方々など地域

住民にも広く参加を呼びかけた。

４）「生物情報収集システム」を活用したオオ

ハンゴンソウ分布地図の作成 

大澤剛士氏の協力を得て，（独）農業環境技

術研究所 農業環境イベントリーセンターが

運営する生物情報収集システムにて，くじゅう

のオオハンゴンソウ分布地図を作成頂いてい

る。これは携帯フォトシステム（大澤ら，2013）
を利用したもので，オオハンゴンソウを位置情

報付き機能のついたカメラまたは携帯電話で

撮影し，その画像をメールに添付して送ると，

ウェブサイト上にオオハンゴンソウの分布地

図が作成されるというものである。現在会員有

志でオオハンゴンソウを見つけ次第，更新して

いる。＜生物情報収集システムくじゅうオオハ

ンゴンソウ＞http://ssv190.niaes2.affrc.go.jp/ 
Psystem2/MapShow.do?mode=kuju 

おわりに 

定着してしまった外来生物を根絶すること

が難しいことを身をもって体験している。引き

継がれてきた豊かな自然を後世へ，という思い

を共有し，仲間が集まり活動しているが，現場

では疲弊感が漂い，挫折しそうになることもあ

る。こうした中で活動を継続するために，自分

たちの一つ一つの活動が着実に積み重なって

功を奏しているのか，感覚ではなく，しっかり

とした検証を行い，進めていく必要がある。さ

らには，微力ながら自らの活動が九重町内外の

駆除活動の参考事例となるべき社会的役割を

担っていることを念頭に置くべきである。

課題としてはボランティアで駆除活動を行

っているため，活動できる日が限定されており，

さらに雨天の場合は順延日が設定しにくく，オ

オハンゴンソウの生育状況に合わせた効果的

な駆除の時期を逃してしまう危険性があげら

れる。さらに将来的に駆除範囲を九重町全域に

拡大する場合には，その担い手をボランティア

のみに頼ることは難しい。行政による事業化な

ど，さらなる体制の強化についても考えていく

必要がある。

引用文献 

大澤剛士・赤坂宗光（2007）特定外来生物オ

オハンゴンソウ(Rudbeckia laciniata L.)
が6月の刈り取りから受ける影響, 保全生

態学研究, 12：151-155．
大澤剛士・赤坂宗光（2009）特定外来生物オ

オハンゴンソウの管理方法―引き抜きの

有効性の検討―, 保全生態学研究, 14：
37-43．

大澤・赤坂（2009）簡易版特定外来生物オオ

ハンゴンソウ駆除マニュアル Ver．1．
大澤剛士・山中武彦・中谷至伸（2013）携帯

電話を利用した市民参加型生物調査の手

法確立, 保全生態学研究, 18：157-165．
九重飯田高原観光協会（2010）平成 22 年度 

阿蘇くじゅう国立公園くじゅう地区オオ

ハンゴンソウ分布状況確認業務報告書 ,
環境省請負業務．

九重の自然を守る会・九重町商工観光自然環境

課（2013）九重飯田高原の外来種につい

て（環境省くじゅう自然保護官事務所監

修・資料提供）．


