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要　　　旨

　強アルカリ性土壌荒廃地における植物による環境修復に関する基礎知見を得るために，堺第７

－３区埋立処分場Ｈポンドにおいて回復してきた植生を調査し，地上部乾物重を測定した。自然

および人為的植生回復地を含めて２４科１０３種の維管束植物が観察され，帰化率は５９％であった。

２００３年秋期のＨポンドの植生は一年生草本を主体としたが，撹乱強度や土地利用度の違いによっ

て種の構成や優占度が異なっていた。平坦部では植被率は５８．４％，平均群落高は６７．８cmあり，メ
ヒシバ，イヌビエ，エノコログサ類などのイネ科の一年生草本が優占し，次いでセイバンモロコ

シが優占した。周縁部では植被率と群落高が高く，セイバンモロコシやクズ，ヨモギなどの多年

生草本が優占した．真砂土区では植被率は２３．３％となり，ノゲシが優占した．地上部乾物重は最

大１１６３g/m2で，全調査区平均では３６７g/m2となり，Ｈポンドの平坦部８haにおいて１年間に固定
される地上部バイオマスは最大９３ｔ，平均２９ｔとなると推定された。
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Abstract

　Yuichiro NAKAYAMA, Daisuke AOKI, Yoshiaki KITAYA* and Satoshi T. OHKI** (Labo-

ratory of Conservation Ecology, *Laboratory of Environmental Control in Biology, 

**Laboratory of Plant Pathology, Graduate School of Agriculture and Biological Sciences, 

Osaka Prefecture University, Gakuencho 1-1, Sakai, Osaka, 599-8531, Japan): Structure 
and Biomass of Vegetation Covered in H-pond, No. 7-3 Landfill Site, Sakai City.  Sci. Rep. Grad. 
Sch. Agric. & Biol. Sci., Osaka Pref. Univ. 56: 57-63 (2004).
　In order to acquire basic knowledge of environmental restoration by plant and plant-biomass 
production in strongly alkalized wastelands, the vegetation structure and aboveground dry 
mass of plants were monitored in H-pond, No. 7-3 Landfill Site, Sakai City. A total of 103 spe-
cies of vascular plants was observed from July 8, 2003 to March 4, 2004, and the rate of natural-
ized species was 59%. Annual species dominated in the autumn of 2003, and the species 
composition and dominant species varied from place to place depending on the intensity of 
disturbance and land-use in H-pond. On the flat area of H-pond, the percentage of vegetation 
cover was 58.4 %, and the average plant height was 67.8 cm. Annual grasses, such as Digitaria 
ciliaris, Echinochloa crus-galli and Setaria spp., were highly dominant, as was subsequently 
Sorghum halepense on the flat area. On the slopes surrounding the flat area, the percentage 
of vegetation cover ranged from 73.1 % to 100 %, and the average plant height was more than 
100 cm. Perennial species, such as Sorghum halepense, Pueraria lobata and Artemisia 

indica, were dominant on the slopes. On a lot covered with decomposed granite soil located in 
the southeastern part of the flat area, the percentage of vegetation cover was 23.3 % and 
Sonchus oleraceus dominated with an average height of 40.7 cm. The aboveground dry mass 
of the plants measured in late November was 1163 g per plot of one square meter at maximum 
and 367 g on average, and the aboveground biomass fixed in one year in H-pond was estimated 
to be 93 ton at maximum and 29 ton on average. 

Key Words: biomass, disturbance, multiplied dominance ratio, secondary succession, strongly 
alkalized wastelands, vegetation
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緒　　言

　「堺第７－３区環境共生モデル調査研究」は，

大阪府の臨海部にある堺第７－３区埋立処分場Ｈ

ポンド（以下，Ｈポンド）を実験地として，穀物

や飼料作物，牧草などの栽培によって強アルカリ

性土壌荒廃地を環境修復し，大気中の二酸化炭素

の吸収をすすめヒートアイランド現象の緩和など

を検証するとともに，得られたバイオマスをバイ

オエタノールへローコストで生産しようとするプ

ロジェクトである。

　Ｈポンドでは，建設残土や廃土を埋め立てた約

８haの土地を２００３年５月に整地してほぼ均平に
した後，中央および北東側の約６haに緑化植物と
して７種の牧草が混播された（エコエリア研究

会，２００４；図１）。また，東南側には約１０aの作物
試験栽培区が設置されて，その一部には真砂土が

敷かれ，一部には剪定枝堆肥がすき込まれた（エ

コエリア研究会，２００４）。一般に撹乱によって植

生が破壊され裸地化した土地では，以前に生育し

ていた植物の埋土種子や栄養繁殖器官および周辺

から侵入してきた種子からの芽生えによって新た

な植生が形成され，二次遷移が始まる（沼田，

１９８７）。人為的撹乱環境に生育する植物では，種

によって土壌に対する反応や撹乱耐性などが異な

るので（清水，１９６０；Young，１９６８），隣接した場
所でも撹乱強度や肥沃度などの時間的・空間的な

変化に対応して植生は遷移する（清水，１９６９；伊

藤ら， １９９９）。本報告では，植物による強アルカ
リ性土壌荒廃地の環境修復とバイオマス生産に関

する基礎知見を得ることを目的として，Ｈポンド

において整地作業後に出現した植生と地上部乾物

重を調査し，植生管理の方法について考察した。

材料および方法

　２００３年７月８日と２９日，９月２日，１７日と１９日，

１０月１０日および２００４年３月４日にHポンドを踏査
し，確認した植物種を記録した。現場での同定に

困難な種は，研究室に持ち帰って同定した。種の

学名には米倉・梶田（２００３）の見解を採用した。

　２００３年秋期にはHポンドを相観と土地利用から
平坦部，周縁部および真砂土区に区分した（図

１）。平坦部と周縁部には幅１cm，長さ１０mの複
数の調査ラインを無作為に設定し，接線法（奥宮

・伊藤，１９６７）に従って被度（冠部被度）および

草高を測定した。平坦部とは，整地してほぼ均平

にされた約８haのうち，東南側の作物試験栽培区
域約１０aを除く部分で，平坦部の中央および北東
側の約６haには緑化植物が混播されている（エコ
エリア研究会，２００４）。平坦部には２３本の調査ラ

イン（No. １～２３）を設置した。周縁部とは平坦

部の周りにある斜面および植え込みを指し，東斜

面には５本（No. ２４～２８），北斜面東側には２本
（No. ２９，３０），北斜面西側には３本（No.３１～３３），
クロマツなどが植栽された西端部には２本

（No.３４，３５）の調査ラインを設置した。平坦部
の南西側にある緩斜面の植生は平坦部の植生と類

似していたので，この緩斜面に調査ラインは設置

しなかった。真砂土区とは，作物試験栽培区域内

にある真砂土の敷かれた一区画で，作物や野生植

物が試験栽培されている（エコエリア研究会，

２００４）。真砂土区内の作物が生育していない部分

に１m×１mのコドラートを２０箇所設置し，コド
ラート内に発生した植物の被度と草高を記録し

た。平担部は９月１９日に，周縁部は１０月１０日に，

真砂土区は９月２日に調査した。

　出現した種を，生活型として一年生草本種，二

年生草本種，多年生草本種および木本種とに，来

歴として在来種と外来種とに区別した。在来種と

外来種との区別は清水（２００３）を参考に決定した。

ただし，ギョウギシバは在来（史前帰化）である

が，緑化用のバーミューダグラスとして近年に導

入されたものが逸出しており在来との区別が難し

いので，本報告では外来種として扱った。ある種

の出現した調査ラインまたはコドラート数の，全

調査ラインまたはコドラート数に対する割合をそ

の種の常在度として，区域（平坦部，周縁部およ

び真砂土区）ごとに常在度を算出した。それぞれ

の種について被度×草高を調査ラインまたはコド

ラートごとに算出し，区域での平均値をその区域

における種の優占度（乗算優占度）とした。
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図１　Ｈポンドにおける試験区の配置および植生と

バイオマス生産の調査地点

１～３５の数字と－は調査ラインを，①～⑩は刈り取り

区を示す．

Ａ～Ｄは平坦部における特徴的な群落の位置を示す．

Ａ：キンエノコロの純群落，Ｂ：キシュウスズメノヒ

エの純群落，ＣおよびＥ：草高２ｍ以上のセイバンモロ

コシの優占する群落，Ｄ：多年生草本（ヨモギ，セイ

タカアワダチソウなど）の優占する群落．



　２００３年１１月下旬には，Hポンド平坦部において
代表的な植生が見られる地点に１m2の区画を１０

箇所設け（図１），区画内にある植物の地上部を刈

り取り，乾燥重量を種ごとに測定した。

　なお，継続的な調査を行うため，植生の調査地

点と刈り取り区の位置を携帯型GPS装置（測位精
度１５mRMS未満）で記録した。

結　　果

整地後に出現した植生

　全体では２００３年７月８日から２００４年３月４日に

２４科１０３種の維管束植物が観察された（表１）。一

年生草本６９種（うち外来４２種），多年生草本３０種

（うち外来１７種），木本３種（うち外来１種），不

明（未同定）１種が確認され，全種数に対する外

来種の割合（帰化率）は５９％であった。種の構成

や優占度は，区域ごとに異なっていた。

　平坦部では，２００３年秋期に調査ライン上に出現

したのは４３種であり，そのうち常在度２０％以上の

種は１８種であった（表１）。また，調査ライン以外

の場所に出現した種は２３種あった。植被率は

５８．４％，平均群落高は６７．８cmであった。被度は
一年生のイネ科草本（メヒシバ，オヒシバ，イヌ

ビエ，エノコログサ類）で高く，次いで多年生の

ギョウギシバ，セイバンモロコシ，シロツメクサ

で高かった。乗算優占度による種順位の上位５種

は，高い順にイヌビエ，セイバンモロコシ，キン

エノコロ，メヒシバ，オヒシバであり，乗算優占

度の合計の６０％をイネ科の一年生草本で占め，多

年草ではセイバンモロコシ（約１９％）の例を除き

低かった（図２）。平坦部の一部には，キンエノコ

ロやキシュウスズメノヒエの純群落や，草高２m
を超えるセイバンモロコシの純群落，ヨモギやセ

イタカアワダチソウなどから成る多年生草本群落

などがパッチ状に見られた（図１）。

　平坦部の緑化植物播種区域では播種された７種

の緑化植物のうちシナガワハギ，シロクローバ

（シロツメクサ），バーミューダグラス（ギョウギ

シバ）およびペレニアルライグラス（ホソムギ）

の幼植物が確認された。また，ケンタッキーブ

ルーグラス（ナガハグサ）は１０cm程度の草高とな
り出穂していた。トールフェスクとバヒアグラス

の芽生えは確認できなかった。

　周縁部で調査ライン上には４２種が出現し，その

うち常在度２０％以上の種は１７種であった（表１）。

また，調査ライン以外の場所に出現した種は１９種

あった。これらの多くは，作物試験栽培区域東側

の斜面上部に見られた。常在度は，イネ科の一年

生草本のほか，多年生のセイバンモロコシ，ギョ

ウギシバ，ヨモギで高く，ヨシやクズでも比較的

高かった（表１）。乗算優占度による種順位の上

位５種は，高い順にセイバンモロコシ，クズ，ヨ

モギ，アキノエノコログサ，クソニンジンであり，

多年生草本の種順位が高かった（図２）。種の構

成や優占度は，地点によって違いが見られた。東

側斜面では，植生の種構成は平坦部と似ていた

が，多年生草本の常在度がとくに高く，優占種は

セイバンモロコシであった。北斜面東側は草高１

mを超えるクズで覆われており，クズは調査ライ
ン１３番周辺の平担部まで広がっていた。北斜面西

側では，草高１mを超えるセイバンモロコシが優
占し，ススキが混生していた。斜面の底部には草

高２mを超えるヨシやセイタカヨシが生育し，そ
の一部は斜面にまで広がっていた。クロマツなど

が植栽された西端部では，下草は３０cm程度に刈
り込まれており，優占種はヨモギで，次いでギョ

ウギシバの優占度が高かった。

　真砂土区では，植被率は２３．３％で，生育する種

のほとんどは草高３０cm以下であった。２００３年秋
期に調査枠内に出現した３５種のうち，一年生草本

は２９種であり，優占種はノゲシであった（図２）。

ネズミムギは真砂土区のみで見られた（表１）。

バイオマス生産量

　刈り取り区では３１種の草本植物が見られた。区

によって出現する種は大きく異なり，シロツメク

サ（７区），エノコログサ類（７区），メヒシバ

（７区），セイバンモロコシ（７区），ギョウギシ

バ（３区），オヒシバ（３区）およびシロバナシナ

ガワハギ（３区）で出現頻度が高かった。地上部

乾物重は各区とも，セイバンモロコシ，シロツメ

クサ，メヒシバ，ギョウギシバおよびエノコログ

サ類でそのほかの種より大きかった（図３）。群

落地上部乾物重はセイバンモロコシの優占する①
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図２　２００３年秋期にＨポンドに出現した種の乗算優

占度－種順位関係

○：一年生・単子葉・在来種，◇：一年生・単子葉・

在来種，▽：一年生・双子葉・外来種，△：一年生・

双子葉・外来種，●：多年生・単子葉・外来種，◆：

多年生・単子葉・外来種，▼：多年生・双子葉・在来

種，▲：多年生・双子葉・外来種，×：不明種（イネ

科の一種）．二年生は多年生に含まれる．
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表１　Ｈポンドで確認された維管束植物

来歴生活型
常在度

学名種名科名綱
真砂土区周縁部平担部

naⅢⅠⅡChenopodium album L.       シロザアカザ科モクレン綱

iarChenopodium ambrosioides L.       アリタソウ（双子葉）

iaⅠⅠAmaranthus hybridus L.       ホソアオゲイトウヒユ科

iaⅢⅠAmaranthus viridis L.       アオビユ（ホナガイヌビユ）

naⅢⅠⅠPortulaca oleracea L.       スベリヒユスベリヒユ科

iaⅡPortulaca pilosa L.       ヒメマツバボタン

naⅠⅠPersicaria lapathifolia (L.) Gray      オオイヌタデタデ科

narPersicaria maculosa Gray       ハルタデ

npⅠRumex acetosa L.       スイバ

ipⅠRumex conglomeratus Murray       アレチギシギシ

npⅢⅠRumex japonicus Houtt.       ギシギシ

iarAbutilon theophrasti Medik.       イチビアオイ科

iarrMalva parviflora L.       ウサギアオイ

nwrPopulus tremula L. var. sieboldii (Miq.) H.Ohashi   ヤマナラシヤナギ科

iarrBrassica juncea (L.) Czern.      カラシナアブラナ科

naⅡCapsella bursa-pastoris (L.) Medik.      ナズナ

naⅡCardamine scutata Thunb.       タネツケバナ

iaⅡLepidium didymum L.       カラクサナズナ

nprPotentilla supina L.       オキジムシロバラ科

narrAeschynomene indica L.       クサネムマメ科

iarDesmodium paniculatum (L.) DC.      アレチヌスビトハギ

iaⅢⅡMedicago lupulina L.       コメツブウマゴヤシ

iaⅠⅡMelilotus officinalis (L.) Pall.（シロバナ）シナガワハギ

npⅡⅠPueraria lobata (Willd.) Ohwi      クズ

iaⅢTrifolium dubium Sibth.       コメツブツメクサ

ipⅡⅠⅢTrifolium repens L.       シロツメクサ

narVicia hirsuta (L.) Gray      スズメノエンドウ

narrVicia sativa L.カラスノエンドウ

naⅡVicia tetrasperma (L.) Schreb.      カスマグサ

iarVicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.   ナヨクサフジ

ibⅠOenothera glazioviana Micheli       オオマツヨイグサアカバナ科

iaⅠOenothera laciniata Hill       コマツヨイグサ

ibrrOenothera parviflora L.       アレチマツヨイグサ

naⅠⅠAcalypha australis L.       エノキグサトウダイグサ科

iaⅡⅠChamaesyce maculata (L.) Small      コニシキソウ

iarrChamaesyce nutans (Lag.) Small      オオニシキソウ

iarEuphorbia marginata Pursh       ハツユキソウ

iwrMallotus japonicus (L.f.) Mull.Arg.      アカメガシワ

npⅠOxalis corniculata L.       カタバミカタバミ科

iprOxalis debilis Kunth subsp. corymbosa (DC.) Lourteig   ムラサキカタバミ

iarLycopersicon esculentum Mill.       トマトナス科

iaⅢⅠSolanum ptychanthum Dunal       アメリカイヌホオズキ

iaⅠDatura stramonium L.       ヨウシュチョウセンアサガオ

iaⅠIpomoea lacunosa L.       マメアサガオヒルガオ科

ipⅠVerbena bonariensis L.       ヤナギハナガサクマツヅラ科

narPerilla frutescens (L.) Britton var. crispa (Thunb.) H.Deane  シソシソ科

ipⅡⅠPlantago lanceolata L.       ヘラオオバコオオバコ科

iarVeronica persica Poir.       オオイヌノフグリゴマノハグサ科

nwrCampsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.      ノウゼンカズラノウゼンカズラ科

iaⅠAmbrosia artemisiifolia L.       ブタクサキク科

iaⅡⅡⅠArtemisia annua L.       クソニンジン

npⅡⅤⅠArtemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H.Hara   ヨモギ

iaⅠⅠAster subulatus Michx.       ホウキギク

iaⅠBidens frondosa L.       アメリカセンダングサ

iarBidens pilosa L. var. pilosaコセンダングサ

iarCentaurea cyanus L.       ヤグルマギク

naⅡCentipeda minima (L.) A.Braun et Asch.    トキンソウ

iarConyza bonariensis (L.) Cronquistアレチノギク

iaⅠⅡConyza canadensis (L.) Cronquist      ヒメムカシヨモギ

iaⅠConyza sumatrensis (Retz.) E.Walker      オオアレチノギク

iarCoreopsis tinctoria Nutt.       ハルシャギク

iaⅢⅡEclipta alba (L.) Hassk.      アメリカタカサブロウ

iarrGalinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.     ハキダメギク

iaⅡGnaphalium spicatum Lam.       ウラジロチチコグサ

iarHelianthus argophyllus Torr. et A.Gray     シロタエヒマワリ

iarLactuca serriola L.       トゲチシャ

ipⅠSenecio madagascariensis Poir.ナルトサワギク

ipⅡⅠSolidago altissima L.       セイタカアワダチソウ

naⅤⅡⅡSonchus oleraceus L.       ノゲシ

ipⅠTaraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg.     セイヨウタンポポ

iaⅠⅡXanthium italicum Moretti       イガオナモミ



区で１１６３g/m2で最大となり，次いでメヒシバの優

占する⑦区で４４４g/m2となった。全調査での平均

地上部乾物重は３６７g/m2となった。

考　　察

　２００３年４月１７日には，セイバンモロコシやセイ

タカアワダチソウ，ヒメムカシヨモギ，ヨモギな

どの枯れた茎が地面を覆い，植被（枯れ草）の少

ない部分にはシロバナシナガワハギ，シロツメク

サ，コメツブウマゴヤシ，ヘラオオバコ，ギョウ

ギシバ，ノゲシなどが見られたことから，整地前

のHポンドには越年草や多年草の優占する群落が
あったと考えられる。整地作業による撹乱でこの

植生が破壊され裸地化し，その後に，この場所の

１/２は草高６０cm程度のイネ科草本によって覆わ
れ，地表には背の低いマメ科草本をまばらに含む

植生が出現した。播種された緑化植物の生長は悪

く，これらは植被やバイオマスにほとんど貢献し

ていなかった。シナガワハギ，シロツメクサおよ

びギョウギシバには播種されて発生した個体のほ

かに以前から侵入していた個体があり，大きく生

長した個体やシロバナシナガワハギは以前からの
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表１　つづき

来歴生活型
常在度

学名種名科名綱
真砂土区周縁部平担部

narrCommelina communis L.       ツユクサツユクサ科ユリ綱

npⅠCyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.ヒメクグカヤツリグサ科（単子葉）

naⅡⅠCyperus difformis L.   タマガヤツリ

naⅢⅠCyperus iria L.       コゴメガヤツリ

naⅡⅠCyperus microiria Steud.       カヤツリグサ

iaⅠCyperus odoratus L.       キンガヤツリ

nprCyperus polystachyos Rottb.       イガガヤツリ

npⅠCyperus rotundus L.       ハマスゲ

ipⅢrBromus catharticus Vahlイヌムギイネ科

ipⅢⅣⅣCynodon dactylon (L.) Pers.      ギョウギシバ

naⅣⅤⅤDigitaria ciliaris (Retz.) Koeler      メヒシバ

naⅠDigitaria violascens Link       アキメヒシバ

naⅢⅢⅣEchinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. var. crus-galli    イヌビエ

naⅣⅡⅤEleusine indica (L.) Gaertn.      オヒシバ

iaⅠⅡEragrostis minor Host       コスズメガヤ

iaⅣLolium multiflorum Lam.       ネズミムギ

paⅣｒLolium perenne L.       ペレニアルライグラス

npⅠMiscanthus sinensis Andersson       ススキ

iaⅡⅢⅡPanicum dichotomiflorum Michx.       オオクサキビ

ipⅠPaspalum dilatatum Poir.       シマスズメノヒエ

ipⅠⅠPaspalum distichum L.       キシュウスズメノヒエ

npⅡPhragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.    ヨシ

nprPhragmites vallatoria (L.) Veldkamp      セイタカヨシ

naⅣPoa annua L.       スズメノカタビラ

ipⅠPoa pratensis L.       ケンタッキーブルーグラス

naⅢPolypogon fugax Nees ex Steud.     ヒエガエリ

naⅡⅣⅣSetaria faberi R.A.W.Herrm.       アキノエノコログサ

naⅢⅣSetaria glauca (L.) P.Beauv.      キンエノコロ

naⅢⅢⅣSetaria viridis (L.) P.Beauv.      エノコログサ

ipⅡⅣⅢSorghum halepense (L.) Pers.      セイバンモロコシ

Ⅱイネ科の一種

nprDioscorea tokoro Makino       オニドコロヤマノイモ科

常在度： Ⅴ：100～80%，Ⅳ：80～60%，Ⅲ：60～40%，Ⅱ：40～20%，Ⅰ：20～0%，r：平坦部および周縁部の調査ライン上または真砂土区の枠内に出現せず．

生活型： a：一年生草本，b：二年生草本，p：多年生草本，w：木本．

来　歴： n：在来種，i：外来種．

1
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図３　刈り取り区に出現した植物種の地上部乾物重

①～⑩は刈り取り区を示す（図１参照）．

　 ：コメツブウマゴヤシ，○：シロバナシナガワハギ，
　●：シロツメクサ，△：マメアサガオ，▼：ヨモギ，
　□：ギョウギシバ，◇：メヒシバ，■：イヌビエ，
　◆：オヒシバ， ：オオクサキビ，
　 ：エノコログサ類， ：セイバンモロコシ，
　×：その他



個体と考えられる。真砂土区ではノゲシが優占し

たが，これは整地作業による撹乱と繁殖体の含ま

れない真砂土が敷かれたことにより，周囲からの

風散布型種子の侵入とその後の定着に有利な環境

条件が真砂土区に成立したためと考えられる。一

方，周縁部の東および北斜面と西端部では多年生

植物の優占する植被率の高い群落が見られたが，

これは斜面では傾斜のために，西端部では以前か

らクロマツなどが植栽されていたために，整地作

業による撹乱をほとんど受けず，整地以前の植生

が保存されていたと考えられる。このように，H
ポンドにおける２００３年秋期の植生は二次遷移の初

期段階に一般に観察される一年生草本を主体とす

るもので（沼田，１９８７），撹乱強度や土地利用の違

いによって種の構成や優占度が異なっていた。優

占種のほかに多数の種が観察され，とくにイネ科

多年生草本のセイバンモロコシ，先駆的な木本種

として知られるアカメガシワやヤマナラシのほ

か，ヒメムカシヨモギやオオアレチノギク，スズ

メノカタビラなどの冬型一年草（越年草）が２００４

年３月４日に多く生育していたことから，今後，

越年草の優占する植生から多年草の優占する植生

へと推移し，さらに木本の割合も高くなり，堺第

７－３区産業廃棄物第２次処分地のst-1およびst-
2で見られる植生（大阪湾臨海部緑の拠点創出検
討委員会，２００３）に遷移すると推定される。

　平坦部８haでのバイオマス生産量（地上部全乾
物重）は，セイバンモロコシの優占した区を基準

にすると最大で９３t，平均では２９tとなると推定
される。中国東北部の土壌のアルカリ化によって

退化した羊草Aneurolepidium chinense草地で

の乾物生産量は約０．６t/ha，退化していない草地
では１．５～２．２t/haであり（川鍋ら，１９９３），日本の
ススキ型草地のバイオマス生産量は生重で２０００g/
ｍ2前後（佳山ら，１９８３），乾物重では４００～７００g/
ｍ2である（沼田，１９７６）から，Hポンドにはスス
キ型草地並みのバイオマス生産力があると考えら

れる。しかし，乾物生産の大部分はセイバンモロ

コシとイネ科一年生草本によるものであり，また

地点によるばらつきもたいへん大きい。刈り取り

区間での生長量の差は，土壌環境の差に関連する

と考えられる。今後，各調査区の土壌環境特性を

調査し，生長量に影響する土壌環境要素を特定し

て，その影響のメカニズムを解明する必要があ

る。Hポンドにおいて最大のバイオマス生産を安
定して行うためには，土壌環境要素に耐性をもつ

植物種を見いだすとともに，土壌条件の改善およ

び最適な植生管理の方法を開発することが重要で

ある。

　Hポンドのような人工的な荒廃地にどのような

植生を成立させるかは，土地の利用目的と環境条

件に照らして決定されるべきである。一般に温帯

の半自然草地では草刈り頻度が高いとシバ草地が

成立し，草刈り頻度の低下に従って優占種がチガ

ヤからススキへと変化する（沼田，１９８７）。この

ような自然と人為とのバランスで成り立つ植生を

モデルに，Hポンドにおいても植生の創出・維持
・管理を行っていくのが良いと思われる。ススキ

はHポンド周縁部の斜面に多く見られ，チガヤは
Hポンド内では観察されなかったものの７－３区
内に頻繁に見られたので，風散布型の種子をもつ

これらの種のHポンド平坦部への侵入が期待でき
る。しかし，Hポンドの土壌はpH９以上の強アル
カリ性を示している（エコエリア研究会，２００４）。

強アルカリ性土壌ではエノコログサなどの一年草

やアルカリ耐性の種でないと生育が難しく（清水，

１９６９；川鍋ら，１９９３），ススキやチガヤは酸性土

壌への適応性は広いが（清水，１９６０），pH８を超
える土壌環境での生育は大きく抑制される（堀江

・根本，１９９０；江崎ら，２００２）。試験的に移植し

た両種の１年目の生長も悪かった（エコエリア研

究会，２００４）。また，Hポンドで優占度の高かっ
たセイバンモロコシは，地中を横走する太くて長

い根茎と種子によって旺盛に繁殖するので（伊藤

・森田，１９９９），今後さらに優占度を高めると考

えられる。目的の植生へ推移させるためには，刈

り取りなどによる省力的な管理でセイバンモロコ

シの生育を抑制するだけでなく，アルカリ耐性の

高い植物種を見出して，土壌環境が改善されるま

で一時的にそれらの植物を植栽する必要がある。

植物のアルカリ耐性については，種による違いの

ほかに，種内集団間での分化も知られているので

（Snaydon，１９７０），Hポンドに出現した種からア
ルカリ耐性の高い遺伝子型の探索が期待される。

このような種や遺伝子型は周辺環境へ拡散すると

侵略的外来種として振舞う恐れがあるので（鷲

谷，２００３），海浜の埋立地においても植物の導入

にあたっては十分に配慮すべきである。一時的に

植物を導入する場合には，区域外への逸出を常に

モニターしながら管理する必要がある。今後は，

荒廃地における環境改善や作物生産性の向上，環

境修復能を有する植物の探索を念頭におきなが

ら，植生の推移を継続して調査する予定である。
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