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■はじめに 

小笠原諸島における森林生態系の保全管理に関しては、「小笠原諸島森林生態系保護地

域保全管理計画｣（平成 20 年 3 月、関東森林管理局）や「世界自然遺産推薦地小笠原諸島

管理計画」（平成 22 年 1 月）に基づき、地域ごとに異なる複雑な種間相互の関係を踏まえ

た効率的・効果的な対策を講じる必要がある。そのため、｢世界自然遺産推薦地小笠原諸

島生態系保全アクションプラン」（平成 22 年 1 月）が行動計画として策定されており、貴

重な固有種が生育・生息する森林生態系を保全するために数多くの対策が実施されてきて

いる。 

中でも外来種対策については、ある生態系に外来種が入り込み、食物連鎖や共生関係な

ど直接的・間接的な種間相互作用がみられる場合に、特定の外来種のみを駆除すると他の

外来種の増加や外来種に依存する固有種の減少など、新たな影響が発生する可能性があり、

慎重な対応が求められる。そこで、平成 20 年に小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会

の下に、種間相互作用ワーキング・グループ（座長：可知直毅教授）が設置された。 

また、林野庁では、外来種対策に伴う群集動態の変化を予測しながら順応的な生態系管

理を行うためのガイドラインを策定することを目的として、兄島を事例地として平成 20

年度から「小笠原諸島における森林生態系保全管理技術事業」を実施し、森林生態系の保

全管理に資するためのモニタリング調査及び知見の蓄積を行ってきた。 

本資料は、種間相互作用ワーキング・グループが、当該事業の成果を用いて、種間相互

作用に着目した順応的な保全管理の観点から、兄島での森林生態系の具体的な管理方策を

検討し、とりまとめたものである。 

兄島モデルでは、兄島での具体的な管理方策を提示するのに加えて、他の島にて今後計

画されている外来種対策に資するため、兄島で得られた知見を活用し、主な外来種ごとに

生態系保全管理上の留意点を提示している。 

 

＜種間相互作用ワーキング・グループ委員名簿＞ 

大河内 勇 森林総合研究所 理事 

可知 直毅★ 首都大学東京大学院 教授 

苅部 治紀 神奈川県立生命の星・地球博物館 主任学芸員 

清水 善和 駒澤大学 教授 

千葉 聡 東北大学大学院 准教授   

                             （敬称略・五十音順） 

 

＜関連報告書＞ 
・平成 20 年度：林野庁｢世界遺産の森林」保全推進に係る調査事業報告書、(株)プレック研究所 

・平成 21 年度：林野庁｢世界遺産の森林」保全推進事業 小笠原諸島における森林生態系保全管理 

技術実証モデル事業報告書、(株)プレック研究所 

・平成 22～24 年度：林野庁｢世界遺産の森林」保全推進事業 小笠原諸島における森林生態系保全 

管理技術事業報告書、(株)プレック研究所 

 

★：座長 
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＜小笠原諸島森林生態系保全管理手法ガイドライン・兄島モデルの位置づけ＞ 

小笠原諸島森林生態系保全管理手法ガイドライン・兄島モデルは、管理機関等が、兄島

の乾性低木林において、複雑な生態系の構造に起因する波及効果を事前に予測し、戦略的

な外来種対策を実施するため、種間相互作用に着目した保全管理手法を提示するものであ

る。 

 

＜小笠原諸島森林生態系保全管理手法ガイドライン・兄島モデルの検討手順＞ 

上記の位置づけに基づき、森林生態系の保全管理において具体的な手法を検討していく

ためには、まずは対象となる森林生態系の現状を把握し、その森林生態系が有する重要な

生物資源の観点から、目指すべき将来の目標の設定を行うことが必要である。その上で、

目標を達成するために必要な課題を抽出することで、生態系をいかに保全管理していけば

課題が解決されるのかについて具体的な方策を検討することとなる。 

本ガイドラインでは、以下の手順にて検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎種間関係・将来予測図の作成・考察 

森林生態系の保全管理における目標 

種間関係の将来予測 

他の島での生態系管理における留意事項の整理

◎既往研究結果 

   ↓ 

◎種間関係図の作成 

基礎的整理 

◎現地調査（生態系の現況把握） 

   ↓ 

◎種間関係図の修正・充実化 

種間関係の現状把握 

第１ステップ 

第２ステップ 

第３ステップ 

第４ステップ 

◎種間相互作用及びその将来予測を踏まえた

森林生態系保全管理手法の検討 

森林生態系保全管理手法の検討 

検討対象とする森林生態系の概要整理 

管理計画の作成 

事業の実施 

効果・影響のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
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＜小笠原諸島森林生態系保全管理手法ガイドライン・兄島モデルの構成＞ 

 

1．検討対象とした森林生態系の概要整理 

・小笠原諸島では、個々の島ごとに、また島内の個々の立地ごとに特徴的な生態系が成立

しているため、本検討の対象とした森林生態系の概要について、これまでに実施されて

きた外来種駆除事業の実績とあわせて示した。 

 

2．森林生態系の保全管理における目標 

・森林生態系の保全管理にあたって、具体的な方策を検討するためには、まずは目指すべ

き将来の目標像の設定が必要である。 

・小笠原諸島では、小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画や小笠原諸島管理計画に

おいて、長期的な目標が既に定められているため、本ガイドラインの作成においても、

これを前提とした。 

・また、長期目標を見据えて短期的に取り組むべき短期目標についても、生態系保全アク

ションプランにて設定されており（平成 24 年度までの期間）、これを前提とした。 

 

3．森林生態系保全管理手法の検討 

■第 1ステップ：基礎的整理（既往の知見に基づいた種間関係図の作成） 

・過去の論文や報告書、学識経験者や調査員の観察結果等の既往知見に基づいて、主な生

物間の相互関係を可能な限り抽出し、種間関係図の作成を行った。 

 

■第 2ステップ：種間関係の現状把握（現地調査の実施による種間関係図の修正） 

・種間関係図（第 1 ステップ）を基礎情報として、実際に現地調査を行い、生態系の現状

を把握することで、種間関係図をより現実に近いものとして修正・充実化を行った。 

 

■第 3ステップ：種間関係の将来予測（将来予測図の作成と考察） 

・外来種駆除事業の進捗状況や動植物モニタリングの結果を踏まえ、種間関係図を元とし

た将来予測図を作成した。 

・またこれに基づいて、森林生態系保全管理における目標に照らし、現在までの駆除事業

に伴う正の効果や負の影響を明らかにするとともに、将来の予測について考察を行った。 

 

■第 4ステップ：森林生態系保全管理手法の検討 

・種間相互作用とその将来予測を踏まえ、森林生態系保全管理手法を検討・提示した。 

・また、小笠原諸島生態系保全アクションプランに反映させるため、短期的な対策等につ

いて整理を行った。 

・さらに、今後の森林生態系保全管理において重要な取り組みとして、新たな外来種の侵

入に対する早期対処の必要性を示した。 

 

4．ガイドライン兄島モデルに関するの留意点の整理 

・ガイドライン兄島モデルに関する留意点を示した。 

 

5．他の島での生態系管理における留意事項の整理 

・兄島モデルにて得られた知見に基づいて、他の島での森林生態系保全管理における留意

事項を整理した。 
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1．検討対象とした森林生態系の概要整理 

1.1 検討対象 

本ガイドライン・兄島モデルの検討対象は、兄島の中央台地上に成立している乾性低

木林（シマイスノキの優占樹林）であり、露岩地などにみられる岩上荒原植生を含む森

林生態系とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 兄島モデルの検討対象とした森林生態系 

植生図出典： 

生態系保全アクションプラン（2010.1） 

←検討対象とした主な群落 

←検討対象とした主な群落 

検討対象とした範囲 
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1.2 森林生態系の概要 

検討対象とした森林生態系は、小笠原諸島 大規模の乾性低木林として知られており、

多くの既往の調査研究がある。（添付資料-1 参照） 

全体的に土壌は乾燥しており、植生高は概ね 2ｍ以下で、シマイスノキやコバノアカテ

ツ、ハウチワノキ、シマムロなどの在来植物が密生した群落を形成し、その林床や林縁

はアサヒエビネやウラジロコムラサキなどの希少な固有植物の生育場所となっている。

また、樹林内にはカドオガサワラヤマキサゴやハハジマヤマキサゴ、トライオンノミガ

イ、アニジマカタマイマイなど多くの陸産貝類がみられ、小笠原固有の陸産貝類にとっ

ても貴重な生息空間の一つとして機能している。 

さらに、土壌が薄くところどころに基岩が露出しているような立地では、シラゲテン

ノウメやコヘラナレン、マツバシバなど希少な在来植物を構成種とする岩上荒原植生が

みられるほか、兄島でのみ生息し絶滅の危険性が非常に高いオガサワラハンミョウの数

少ない生息場所ともなっている。 

しかしながら、モクマオウ、リュウキュウマツといった外来植物の個体数増加や優占

群落化、ノヤギの食圧や踏圧による植生の改変や貧弱化など、外来種による生態系への

影響が発生しており、このような状況に対して、これらの外来種の駆除事業が平成 16 年

度から開始され、ノヤギは既に根絶が達成されたほか、モクマオウ等の駆除事業が継続

して実施されている。（表 1-1 参照） 

このように、在来植物だけでなく、希少な昆虫類や陸産貝類などが生息する生態系が

成立しており、無人島で人為的な撹乱の程度が小さいことからも、既に一定の成果を上

げつつある外来種駆除の取組みを継続しつつ、将来にわたって適切に保全していくこと

が求められる森林生態系であると言える。 
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＜森林生態系の状況と主要な構成種＞ 

■乾性低木林の状況 ■岩上荒原植生の状況 ■シマイスノキ 

 
■コバノアカテツ ■ハウチワノキ ■シマムロ 

 
■シラゲテンノウメ ■ウラジロコムラサキ ■コヘラナレン 

 
■カドオガサワラヤマキサゴ ■アニジマカタマイマイ ■オガサワラハンミョウ 

 

 

＜外来植物の駆除の状況＞ 

モクマオウ類、リュウキュウマツの駆除 

（H20.10）

 

（H23.11）
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表 1-1 生態系保全アクションプラン（H22.1 版）における対策の進捗状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

ノヤギ クマネズミ モクマオウ 

  

リュウキュウマツ ギンネム シチヘンゲ 

 
ホナガソウ アイダガヤ ノネコ 

 

 

注記）兄島では、生態系保全アクションプランに基づいた保全管理が実施されている。乾性低木林

の保全に関しては、ノヤギの根絶が完了しクマネズミは低密度へ、モクマオウ類、リュウキュウマ

ツ、ギンネムの駆除は継続中である。また、ホナガソウ、アイダガヤの試験駆除が実施された。 

短期目標 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
(H21～24年度) 年度

ノヤギ駆除 ―

クマネズミ駆除 根絶完了

モクマオウ等駆
除

エリア排除完
了・拡大

ギンネム駆除 エリア排除完
了

シチヘンゲ駆除
　※1

エリア排除完
了

ホナガソウ駆除
　※2

―

アイダガヤ駆除
　※2

―

②陸産貝類の生
息地の保全

クマネズミ駆除 根絶完了

クマネズミ駆除 根絶完了

ノネコ排除 ―

※1：乾性低木林内ではないが、乾性低木林への侵入防止のため、ルート入口の滝之浦海岸にて駆除を開始。
※2：生態系保全アクションプランでは位置づけられていないが試験駆除が実施された項目。
　　 特にアイダガヤは、種間相互作用ＷＧでの協議によって試験駆除を実施すべきとした項目である。

（短期目標期間）
対策の方向性 取組の項目

③アカガシラカ
ラスバトの生息
地の保全

①乾性低木林の
保全 根絶完了

排除完了

低密度へ

低密度へ
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2．森林生態系の保全管理における目標 

2.1 既存の管理計画の目標 

小笠原諸島の国有林では、森林生態系保護地域保全管理計画や、世界遺産推薦時に策

定された管理計画及びアクションプランにて、生態系管理の目標や行動計画が定められ

ている。兄島に関する目標や具体的行動計画の内容は表 2-1、2-2 のとおりである。 

 

表 2-1 兄島における生態系管理の目標 

 内容 

小笠原諸島森林生態系

保護地域保全管理計画 

（H20.3） 

●保全管理の考え方と重点事項 

小笠原諸島で 大規模の乾性低木林を有しており、コヘラナレン

やウラジロコムラサキ、アサヒエビネなどの希少な固有植物やオ

ガサワラトンボ、オガサワラハンミョウなどの希少な昆虫類も多

く、外来種排除の優先度も高いことから、ノヤギ、モクマオウ等

の外来種を排除するなど早急に必要な対策を推進する。 

●当面の課題に関する事項 

小笠原諸島で 大規模であり、かつ人為による撹乱が比較的少

ない乾性低木林が分布している。ノヤギによる固有種の食害・

踏みつけのほか、モクマオウ、リュウキュウマツが侵入し、固

有の生態系への影響の拡大が懸念されているが、現時点でモク

マオウの駆除などの対策を早急に講じれば、貴重な乾性低木林

等の保全を効率的に図ることが期待できる。 

小笠原諸島管理計画 

（H22.1） 

●長期目標 

・乾性低木林を中心とした生態系及びオガサワラハンミョウの生

息地を保全する。 

・陸産貝類の生息地を保全する。 

・アカガシラカラスバトの生息地を保全するとともに、他の島の

取組と併せて本種の安定的な生息を目指す。 

●種間相互作用に着目した実証モデルの構築 

小笠原諸島では、各種の調査結果等を踏まえ、全ての島・地域

において種間相互作用に着目した生態系保全アクションプラン

の作成、及びそれに基づく生態系保全の対策を進めている。 

兄島は典型的な乾性低木林の生態系を有し、保全上、大変重要

な島の一つである一方で、早急な対策が必要な外来種も複数存

在している。このため、兄島では総合的な視点によるモニタリ

ング調査を行い、種間相互作用に着目した実証モデルプランと

して、事業の予測・評価・改善による対策の実施を進めてい

る。このような兄島での先行的な取組をモデルとして、その他

の全ての島・地域においても、種間相互作用に着目した効果

的・効率的な対策を順応的に展開していく。 
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表 2-2 兄島における生態系管理の具体的行動計画 

生態系保全アクション

プラン 

（H22.1） 

①乾性低木林の保全 

外来動物について、乾性低木林への主な影響要因であったノヤ

ギは、根絶している。今後は、クマネズミの根絶に向けた駆除

を予定しており、これも含めた影響要因の排除を進め、モニタ

リングを進めながら、乾性低木林と混在する岩上荒原植生や、

周辺の凹地や谷筋に分布するムニンヒメツバキ自然林も含め

て、適切な保全を進めていく。 

また、外来植物による圧迫影響が懸念されるエリアを中心にモ

クマオウなどの駆除を行い、岩上荒原植生の維持を通して、オ

ガサワラハンミョウやコヘラナレン、ウラジロコムラサキなど

の貴重な固有動植物種の生息・生育地としての保全を図る。 

②陸産貝類の生息地の保全 

兄島は、アニジマカタマイマイをはじめとする多くの生態学的、進

化生物学的に重要な陸産貝類の貴重な生息地である。食害影響が懸

念されるクマネズミは、根絶に向けた駆除を予定しているが、一方

でオガサワラノスリの餌資源となっていることもあり、今後もモニ

タリングを進めながら、慎重かつ適切な対策を進める。 

③アカガシラカラスバトの生息地の保全 

兄島は、アカガシラカラスバトの生息地の一つともなってお

り、わずかながらも生息していると推測されるノネコを排除す

ることにより、生息地を保全する。 

なお、アカガシラカラスバトは、父島や弟島など島間を移動し

ていることから、これらの生息地の保全と一体的に保全対策を

進めることで、安定的な生息を目指す。 

 

＜H24 年度末までの短期目標＞ 
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2.2 目標の設定 

 検討対象とした森林生態系は、岩上荒原植生を含む乾性低木林域である。前述のとお

り、乾性低木林は希少種を含む在来植物を構成種とし、多くの固有陸産貝類の生息場所

となっている。また、岩上荒原植生についても、希少種を含む在来植物を構成種とし、

絶滅の危険性が非常に高いオガサワラハンミョウの生息場所としても機能している。し

かし、モクマオウ、リュウキュウマツといった外来植物の個体数増加や優占群落化、既

に根絶されたもののノヤギの食圧や踏圧による植生の改変や貧弱化など、外来種による

影響が発生している。 

 このため、既往の管理計画においても、森林生態系の保全管理の目標として、これら

外来種による影響要因を排除することで、適切な保全を進めていくとされている。 

 本ガイドライン・兄島モデルでは、これら既往の管理計画やこれまでの外来種駆除事

業に係るモニタリングデータ等を活用しながら、種間相互作用に着目し、中央台地上に

広く成立している乾性低木林（以降、岩上荒原植生を含む植生域の名称とする）の健全

性を回復するとともに、将来にわたり順応的に維持していくための技術手法として、複

雑な生態系の構造に起因する波及効果を考慮した効率的・効果的な保全管理を提示する

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標：兄島中央台地上の乾性低木林について、本来の種間関係を回復し維持していく 

＜基本的考え方＞ 

・侵略性の高い外来種を駆除すること等の手段によって、本来の種間関係を回復さ

せ、その状態を将来にわたり維持するための対策を講じていく。 

・ここで言う本来の種間関係とは、外来種による食害や圧迫を受けたり、外来種に

依存した在来種が存在する状態ではなく、在来種のみで構成され且つ安定した生

態系を維持している種間関係のこと。 
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3．森林生態系保全管理手法の検討 

本項は、種間相互作用に着目した森林生態系の保全管理手法を提示するものである。検

討手順に従い第 1ステップから第 4 ステップとして区分して示した。 

 

 

 

種間相互作用に着目した森林生態系の保全管理手法の検討のために、まずは過去の論

文や報告書、学識経験者や調査員の観察結果等の既往知見に基づいて、主な生物間の相

互関係を可能な限り抽出した。特に同じ目的で作成された図として参考となるのは、生

態系保全アクションプランに示された種間関係図があげられる（図 3-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 生態系保全アクションプラン（平成 22 年 1 月）に示された種間関係図 

 

 

これらの既往知見に基づいて、基礎的整理としての種間関係図を作成した。作成結果

は図 3-2 のとおりである。 

なお、近年の外来種駆除事業の進捗に伴う生態系変化を把握するための基礎的な整理

でもあるため、本図の作成時（平成 20 年度）には既にノヤギは根絶されていたものの、

外来種駆除事業として 初に取り組まれたノヤギがまだ生残していた年代（平成 19 年頃

まで）を基準とした。 

 

 

 

 

 

 

第 1ステップ：基礎的整理（既往の知見に基づいた種間関係図の作成） 

兄島
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図 3-2 兄島・乾性低木林に成立していたと考えられる種間関係（ノヤギが生息していた平成 19 年頃まで） 

（数字は表 3-1 の資料 No.） 
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表 3-1 種間関係図（図 3-2）の作成にあたって参考とした資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記）No.は「タイトル等」の欄に示した類型区分ごとに付与し、連番としていない。 
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表 3-2 種間関係図（図 3-2）における主な関係について 

 解説 

ノヤギをとりま

く主な種間関係 

・多くの在来植物がノヤギに摂食され、植生の単調化が進行。この結

果、送粉に関与していた在来ハナバチ類の多様性が低下。送粉者が

減少することで植物の結実機会が低下し、さらに植生の単調化を促

進する負の連鎖が発生。 

・踏圧により植生を改変し、乾燥化や裸地化を促進。この結果、固有

陸産貝類の生息環境の多様性低下や固有トンボ類が生息する水域環

境、林床の土壌動物の生息環境が悪化。 

・植生域の改変や外来植物の種子の付着運搬によって、外来植物の侵

入、拡散を助長。この結果、モクマオウ類やリュウキュウマツの生

育範囲が拡大し、オガサワラハンミョウの生息適地を圧迫。 

・一方で、外来植物のモクマオウ類、ギンネムを摂食し、生育拡大を

抑制。 

 

クマネズミをと

りまく主な種間

関係 

・固有陸産貝類を多量に捕食。また、在来の鳥類や昆虫類を捕食する

ことで個体群の減少や多様性が低下。 

・多くの植物の種子を摂食することで世代交代を抑制し、植生の多様

性が低下。 

・一方で、オガサワラノスリの主要な餌資源として貢献し、オガサワ

ラノスリによるアカガシラカラスバトやオガサワラトカゲなどの在

来種への捕食圧を低減。 

・リュウキュウマツの実を摂食することで、リュウキュウマツの生育

数拡大を抑制。 

 

モクマオウ類を

とりまく主な種

間関係 

・ノヤギの摂食や踏圧による植生改変後の立地などに侵入定着し、大

量の落葉を堆積させることともあいまって、多くの植物の生育抑制

や、多くの動物の生息適地を圧迫。 

・モクマオウが主体の単調な植生へ変化することで、在来植生、鳥類

相、昆虫類相、陸産貝類相などの多様性が低下。 

・一方で、外来植物のシチヘンゲやギンネムなどの生育拡大を抑制。

 

リュウキュウマ

ツをとりまく主

な種間関係 

・生長に伴って高木層を形成し、低木層などを被陰。 

・クマネズミの餌資源として豊富な実を提供。 

 

 

 



15 

 

 

既往研究等から作成した種間関係図（第 1 ステップ）を基礎情報として、実際に現地

調査を行い、生態系の現状を把握することで、種間関係図をより現実に近いものとして

修正を行った。 

なお、検討対象とした森林生態系では、ノヤギやモクマオウ等の駆除事業が実施され、

生態系が大きく変動していたため、複数年の継続モニタリングによって経年変化の挙動

を把握した。 

 

①現地調査の実施 

種間相互作用に着目した順応的な森林生態系保全管理の手法を検討するためには、二

つの観点に立ったデータが必要である。 

一つは、対象となる生態系を構成している種の詳細な把握である。これは、動植物相

調査を実施することにより把握される。もう一つは、それぞれの種は互いにどのような

関係にあるのかということである。これは、現地で実際に観察される種間関係や既往研

究結果、さらには経年変化の動向により把握される。 

本検討では、平成20年度から24年度までの5年間のモニタリング調査を行うことで、こ

れら2つの観点から生態系の把握を行った。 

 

＜調査の概要＞ 

・現地調査時に網羅的に踏査が可能な上限と考えられる 1ha の規模を調査区（「広域調

査区」と称する）として設定。 

・広域調査区を兄島の中央台地上の乾性低木林（岩上荒原植生を含む）に 4 箇所、比較

対照として父島に 3 箇所設置。（図 3-3 参照） 

・各広域調査区内には、小面積で詳細な調査を行う｢詳細調査区」を必要な場所に設定。 

・一部の動物調査項目は、広域調査区内及び隣接域にて調査ラインを設定して調査を実

施。 

 

表 3-3 調査方形区と項目について 

 広さ 箇所数 調査項目 

広域調査区 約 100ｍ四方 

（約 1 ha） 

兄島 4箇所 

父島 3箇所 

・植生調査 

・植物相調査 

・動物相調査（鳥類、昆虫類、陸産貝類

(死貝)、陸棲プラナリア） 

詳細調査区 1～10ｍ四方 兄島 10 箇所 

父島 8箇所 

・植生調査 

・希少植物の生育量調査 

・オガサワラハンミョウ 

・陸産貝類(生貝)調査 

・クマネズミ調査 

 

第 2ステップ：種間関係の現状把握（現地調査の実施による種間関係図の修正） 
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表 3-4 広域調査区内の条件 

 

 

                

  

 No. 備考 ﾉﾔｷﾞ ﾓｸﾏｵｳ類・ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ ｸﾏﾈｽﾞﾐ ﾉﾈｺ 

S 1 
― × ○→ 

H21 年 11 月以降△

○→ 

H22 年 2 月以降△ 

× 

S 2 
― × ○→ 

H21 年 11 月以降△

○→ 

H22 年 2 月以降△ 

× 

S 3 
― × ○→ 

H21 年 11 月以降△

○→ 

H22 年 2 月以降△ 

× 

兄 

島 

S 4 
― × ○ ○→ 

H22 年 2 月以降△ 

× 

S 5 

H21 年度に

S7 へ代替

（以後、調

査対象外） 

○ 

 

○ ○ ○ 

 

S 6 
― ○→ 

H24 年に× 

○ ○ ○→ 

H24 年に× 

S 7 S5 の代替 ○ ○ ○ ○ 

父 

島 

S 8 
H22 年度

に新設 
○ ○ ○ ○ 

※S1～S7 はすべて国有林内に位置する。S8 は国有林のほか一部都有地が含まれる。 

※S8 については、植生調査・植物相調査のみを実施。 

※S5 は当初予定と異なりノヤギ排除柵の内側となったため、S7に代替した。 

○：H20 年度（事業開始年）に生息 

×：駆除（排除）事業により根絶 

△：駆除事業により低密度化 

→：H20 年度から 24 年度までの変化 
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図 3-3 広域調査区の位置 

兄島 

父島 

（H22 年度に設置） 
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②現地調査結果に基づく種間関係図の修正・充実化 

現地にて実施した動植物モニタリング調査の結果（平成 20～24 年度）を踏まえ、実際

に観察された種間関係や新たな知見に基づいて種間関係図の修正・充実化を行い、図 3-4

に示した。なお本図では、外来種駆除事業の進捗に伴って明らかに観察された経年変化

をあわせて示した。 
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図 3-4 兄島中央台地・乾性低木林における外来種駆除の実施と種間関係の変化（駆除事業の進捗やモニタリング結果含む） 
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検討対象とした森林生態系に関係する外来種駆除事業の進捗状況や 5 年間の動植物モ

ニタリングの結果を踏まえ、前記図 3-4 の種間関係図を元とした将来予測図を作成する

ことによって、森林生態系保全管理における目標｢兄島中央台地上の乾性低木林について、

本来の種間関係を回復し維持していく」に照らし、現在までの駆除事業に伴う正の効果

や負の影響を明らかにするとともに、将来の予測について考察を行った。 

作成した将来予測図は図 3-5 に示したとおりである。特に昆虫類の多様性回復を明ら

かにするために、訪花性昆虫類をとりまく種間関係の詳細予測を図 3-6 に示した。 

目標に対するこれまでの森林生態系保全管理の効果や、予測された課題の分析結果に

ついては、各駆除対象種ごとに表 3-5～3-9 に整理した。 

 

 

 

 

 

第 3ステップ：種間関係の将来予測（将来予測図の作成と考察） 
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図 3-5 兄島中央台地・乾性低木林における種間関係の将来予測図（平成 25 年以降） 
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図 3-6 訪花性昆虫類をとりまく主な種間関係の将来予測図（植生回復に伴う予測） 
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表 3-5 ノヤギの根絶に伴う効果や将来予測 

   根拠※ 

○在来植物の生育数の回復 

・ウラジロコムラサキ、ムニンタイトゴメ、マツバ

シバなど、ノヤギの摂食や踏圧によって減少して

いた在来植物の生育数が回復。 

(1) 既 に 認 め

ら れ る 効

果 

○固有陸産貝類の生息数の回復 

・ノヤギによる踏圧や植生の多様性が低下すること

で影響を受けていた固有陸産貝類については、捕

食者であったクマネズミが低密度化されたことも

あり、アニジマカタマイマイ、カタマイマイなど

の生息数が回復。 

(2) 

○植生の多様性の回復 

・モクマオウ等の駆除の効果もあり、多くの在来植

物の生育数が回復することで、植生全体の多様性

が回復。 

(3) 

○昆虫類の生息数の安定化 

・モクマオウ等の駆除の効果もあり、植生の多様性

が回復することで、それらを餌資源とする昆虫類

の生息数が安定化（あるいは個体数の増加）。 

(4)-1 

・特に訪花性昆虫類であるハナバチ類や、チョウ類、

アブやゾウムシ類等の個体数が増加するなど安定

化。 

(4)-2 

・植生回復に伴う林床の湿潤化により、現存するト

ンボ類の生息環境が長期的により良好となり、ト

ンボ類の個体数の安定化（あるいは個体数の増

加）に寄与。 

(4)-3 

駆除に伴う

将来目標へ

の正の効果 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る効果 

○オガサワラオオコウモリの生息環境の回復 

・モクマオウ等の駆除の効果もあり、植生の多様性

が回復することで、オガサワラオオコウモリの生

息環境（餌資源）が回復。 

(5) 

既 に 認 め

ら れ る 負

の影響 

○外来植物の生育数の増大 

・ノヤギの摂食圧がなくなったモクマオウ、ギンネ

ム、アイダガヤ等が一部範囲では著しく増加。 

(6) 駆除に伴う

将来目標へ

の負の影響 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る影響 

○外来植物の生育数の増大 

・ノヤギの摂食を受けて低密度で維持されていた外

来植物の生育数が増大するほか、新たな定着を初

期の段階で妨げられていた外来植物が今後は定着

し生育数を増大。 

・これに伴いオガサワラハンミョウ生息適地への影

響が発生。 

(7) 

その他予測される留意事

項等 

（特になし） 

 

― 

※根拠…別添資料-2 を参照。 

注）植物の生育数の増減に関しては、個体数や葉量、伸長成長、結実量を含む。 
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表 3-6 クマネズミの駆除に伴う効果や将来予測 

  効果や将来予測 根拠※ 

○アカガシラカラスバトの確認頻度の増加 

・餌資源の競合相手であり、捕食者であった可能性

もあるクマネズミが兄島で低密度化されたこと

や、父島でのノネコ排除の相乗効果もあり、アカ

ガシラカラスバトの確認頻度が増加。 

(8) 既 に 認 め

ら れ る 効

果 

○固有陸産貝類の生息数の回復 

・クマネズミに捕食されていたアニジマカタマイマ

イ、カタマイマイなどの陸産貝類の生息数が回復。 

(9) 

○植生の多様性の回復 

・クマネズミに摂食されていたシマホルトノキ、タ

コノキ、ヤロード、ノヤシ等の在来植物の種子が

生き残り、健全な世代交代が回復することで、植

生の多様性が回復。 

(10) 

○鳥類や昆虫類の生息数の回復 

・アカガシラカラスバトやハシナガウグイスといっ

た鳥類の繁殖率が高まり生息数の回復や、昆虫

類、オガサワラトカゲ等の生息数が回復。 

(11) 

○海鳥の繁殖地の回復 

・クマネズミの捕食により消滅していたい小型海鳥

類の繁殖地が回復。 

(12) 

駆除に伴う

将来目標へ

の正の効果 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る効果 

○オガサワラノスリの餌資源の増加 

・クマネズミの影響を受けていた他の餌資源（陸鳥

や海鳥など）が回復。 

(13) 

既 に 認 め

ら れ る 負

の影響 

○オガサワラノスリの餌資源の減少 

・オガサワラノスリの重要な餌資源であったクマネ

ズミが低密度化されたことで、餌資源が減少。 

(14) 

○外来植物の生育数の増大 

・クマネズミに摂食されていた実が生き残ること

で、リュウキュウマツ等の外来植物の生育数が増

大。（リュウキュウマツはエリア排除を実施中） 

(15)-1 

・鳥類相が回復し、島間移動する個体が増加する

と、新たな外来植物が運搬されて生育数が増大。 

(15)-2 

○オガサワラノスリの生息数の減少や餌転換 

・餌資源の減少による繁殖率の低下によって個体数の

減少、餌転換に伴う在来の鳥類等への捕食が増大。 

(16) 

○(外来)陸棲プラナリアの生息数の増大 

・陸産貝類の個体数が増加することで、これらを捕

食する(外来)陸棲プラナリアの生息数が増大。特

に落葉層を主たる生息環境とするエンザガイ類へ

の影響が大。 

(17) 

駆除に伴う

将来目標へ

の負の影響 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る影響 

○海鳥の繁殖地の回復による外来植物の増加 

・海鳥に運搬される外来植物が繁殖地周辺を中心に

増加。 

(12) 

その他予測される留意事

項等 

○残存個体群の存在による生態系への影響の再発 

・平成 24 年度現在、クマネズミは低密度化された

が、今後短期間に個体群規模が拡大し、生態系へ

の影響が再発する可能性あり。 

(18) 

※根拠…別添資料-2 を参照。 

注）植物の生育数の増減に関しては、個体数や葉量、伸長成長、結実量を含む。 
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表 3-7 モクマオウ類の駆除に伴う効果や将来予測 

  効果や将来予測 根拠※ 

既 に 認 め

ら れ る 効

果 

○植生の健全性の回復 

・モクマオウ類に被陰されていた乾性低木林の日照

条件が回復するとともに、植生としての健全性が

回復。林縁部ではシマカモノハシ等が回復。 

(19) 

○植生の多様性の回復 

・モクマオウ類の成木や稚樹に被陰、あるいは落葉

により被覆されていた在来植物は、ノヤギやクマ

ネズミの駆除の効果もあり、世代交代や新たな生

長・生育数増加によって、植生の多様性が回復。 

○表層土壌の湿潤状態の回復 

・モクマオウの落葉層が喪失することにより表層土

壌は一時的に乾燥化するが、大量の蒸散消費がな

くなるため、表層土壌の水分状況が改善。 

・また、在来植物による植生が回復していくこと

で、さらに表層土壌の湿潤状態が改善し、陸産貝

類等の生息環境が回復。 

(20) 

駆除に伴う

将来目標へ

の正の効果 

 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る効果 

○生態系の多様性の回復 

・植生の多様性が回復することで、植生に依存するハ

ナバチなどの昆虫類や鳥類の生息環境としての健全

性が回復し、生態系としての多様性が回復。 

(21) 

既 に 発 生

し て い る

と 考 え ら

れ る 負 の

影響 

○林床への風当たりの増加 

・中～高木層を構成していたモクマオウ類が除去さ

れることで、植生が回復するまでの間、一時的に

林床への風当たりが増加。 

○陸産貝類の生息への影響 

・また植生が回復するまでの間、林床の落葉層を生

息場所としていた陸産貝類への影響が発生。 

(22) 駆除に伴う

将来目標へ

の負の影響 

 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る影響 

○他の外来植物の生育数の増大 

・モクマオウ類の成木や稚樹に被陰され、あるいは

これらの落葉により被覆されていたギンネムなど

の外来植物についても、生育数が増大し、単調な

外来植物の植生へ変化。 

・これに伴いオガサワラハンミョウ生息適地への影

響が発生。 

(23) 

その他予測される留意事

項等 

○生態系への影響の再発 

・駆除対象地域外から種子が供給されること、稚樹

が残存している区域が存在することなどから、既

に駆除事業が実施されたエリアでも中長期的に復

活し、生態系への影響が再発する可能性あり。 

(24) 

※根拠…別添資料-2 を参照。 

注）植物の生育数の増減に関しては、個体数や葉量、伸長成長、結実量を含む。 
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表 3-8 リュウキュウマツの駆除に伴う効果や将来予測 

  効果や将来予測 根拠※ 

既 に 認 め

ら れ る 効

果 

○植生の健全性の回復 

・リュウキュウマツに被陰されていた乾性低木林の

日照条件が回復するとともに、植生としての健全

性が回復。 

(19) 

○植生の多様性の回復 

・リュウキュウマツの成木に被陰されていた在来植

物について、ノヤギやクマネズミの駆除の効果も

あり、世代交代や新たな生長・拡大によって、植

生の多様性が回復。 

(20) 

駆除に伴う

将来目標へ

の正の効果 

 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る効果 

○生態系の多様性の回復 

・植生の多様性が回復することで、植生に依存するハ

ナバチなどの昆虫類や鳥類の生息環境としての健全

性が回復し、生態系としての多様性が回復。 

(21) 

既 に 発 生

し て い る

と 考 え ら

れ る 負 の

影響 

○林床への風当たりの増加 

・中～高木層を構成していたリュウキュウマツが除

去されることで、植生が回復するまでの間、一時

的に林床への風当たりが増加。 

○陸産貝類の生息への影響 

・また植生が回復するまでの間、林床の落葉層を生

息場所としていた陸産貝類への影響が発生。 

(22) 駆除に伴う

将来目標へ

の負の影響 

 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る影響 

○他の外来植物の生育数の増大 

・リュウキュウマツの成木に被陰されていた外来植

物についても、生育数が増大し、単調な外来植物

の植生へ変化。 

(23) 

その他予測される留意事

項等 

○生態系への影響の再発 

・駆除対象地域外から種子が供給されること、稚樹

が残存している区域が存在することなどから、既

に駆除事業が実施されたエリアでも中長期的に復

活し、生態系への影響が再発する可能性あり。 

○マツノザイセンチュウによる枯死 

・兄島ではマツノマダラカミキリの個体群が存続し

ているため、マツノザイセンチュウの媒介により

リュウキュウマツの枯死が継続的に発生してお

り、駆除事業と合わせて一定の抑制がきいてい

る。 

(24) 

※根拠…別添資料-2 を参照。 

注）植物の生育数の増減に関しては、個体数や葉量、伸長成長、結実量を含む。 
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表 3-9 ギンネムの駆除に伴う効果や将来予測 

  効果や将来予測 根拠※ 

既 に 認 め

ら れ る 効

果 

○植生の健全性の回復 

・ギンネムに被陰されていた乾性低木林の日照条件

が回復するとともに、植生としての健全性が回

復。 

(19) 

○植生の多様性の回復 

・ギンネムの成木や稚樹に被陰されていた在来植物

は、ノヤギやクマネズミの駆除の効果もあり、世

代交代や新たな生長・生育数増加によって、植生

の多様性が回復。 

(20) 

駆除に伴う

将来目標へ

の正の効果 

 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る効果 

○生態系の多様性の回復 

・植生の多様性が回復することで、植生に依存するハ

ナバチなどの昆虫類や鳥類の生息環境としての健全

性が回復し、生態系としての多様性が回復。 

(21) 

既 に 発 生

し て い る

と 考 え ら

れ る 負 の

影響 

○林床への風当たりの増加 

・中～高木層を構成していたギンネムが除去される

ことで、植生が回復するまでの間、一時的に林床

への風当たりが増加。 

○陸産貝類の生息への影響 

・また植生が回復するまでの間、林床の落葉層を生

息場所としていた陸産貝類への影響が発生。 

(22) 駆除に伴う

将来目標へ

の負の影響 

 

将 来 的 に

予 測 さ れ

る影響 

○他の外来植物の生育数の増大 

・ギンネムの成木や稚樹に被陰されていた外来植物

についても、生育数が増大し、単調な外来植物の

植生へ変化。 

・これに伴いオガサワラハンミョウ生息適地への影

響が発生。 

(23) 

その他予測される留意事

項等 

○生態系への影響の再発 

・土壌中に蓄積されている埋土種子からの発芽、駆

除対象地域外から種子が供給されること、稚樹が

残存している区域が存在することなどから、既に

駆除事業が実施されたエリアでも短期間に復活

し、生態系への影響が再発する可能性あり。 

(24) 

※根拠…別添資料-2 を参照。 

注）植物の生育数の増減に関しては、個体数や葉量、伸長成長、結実量を含む。 
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第 3 ステップで作成した将来予測図および将来目標に対するこれまでの外来種駆除事

業の効果や負の影響を踏まえ、兄島・中央台地上の乾性低木林を対象とした今後の森林

生態系保全管理手法について提示する 終ステップである。 

本ステップでは、設定した将来目標に対して、現在の種間関係や将来予測から見てど

のような課題があるのかを抽出を行った上で、それぞれの課題を解決していくための方

向性を提示するものである。抽出すべき課題は、第 3 ステップにて各駆除対象種ごとに

整理した｢駆除に伴う将来目標への負の影響」および｢その他予測される留意事項」のう

ち、特にノヤギやクマネズミの根絶・低密度化によって今後想定される課題である。 

以下に、それぞれの課題に基づいて、特に留意すべき種をとりまく種間相互作用に着

目した森林生態系保全管理手法を検討・提示した。また、小笠原諸島生態系保全アクシ

ョンプランに反映させるため、短期的な対策の内容等について整理を行った。さらに今

後の森林生態系保全管理において重要な取り組みとして、新たな外来種の侵入に対する

早期対処の必要性を示した。 

第 4ステップ：森林生態系保全管理手法の検討 
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 内容 

クマネズミにつ

いて 

・雑食性であり旺盛な食欲をもつ。生息条件によっては個体数が

急増するため、小笠原固有の生態系への影響が著しく大きい。

現状 ・兄島の固有の生態系に対して大きな影響を与えていたが、平成

21 年度に駆除事業が実施され、平成 24 年度現在では非常に低

密度となった。 

注視すべき種間

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※クマネズミは多くの動植物に対して影響（捕食・摂食）を及ぼす外来種である。

今後の予測 ・平成 21 年度の駆除事業の成果により、現在は非常に低密度に

抑えられていると推定される。 

・今後予定されている根絶に向けた駆除事業の進捗度合いによっ

て異なるが、短期的に個体群が回復する可能性が考えられる。

種間相互作用上

の留意すべき点

・クマネズミを主たる餌資源としているオガサワラノスリ個体群

への影響が発生すると想定され、現在までに繁殖率の低下を示

唆するモニタリングデータも得られている。 

・固有陸産貝類が回復することで、捕食者の一つである(外来)陸

棲プラナリア類が個体数を増加させる可能性が考えられる。 

・クマネズミに摂食されていた外来植物（リュウキュウマツ等）

が個体数を増加させる可能性が考えられる。 

外来種駆除事業

全体の中での優

先順位 

・多くの動植物に対して影響（捕食・摂食）を及ぼす外来種であ

り、平成 21 年度の駆除事業後に短期間でアカガシラカラスバ

トや一部の固有陸産貝類の回復が見られるようになってきたこ

とから、外来種駆除事業としての効果は非常に大きいと言え

る。 

・今後、クマネズミの個体群が復活することによって、回復基調

にある固有生態系への影響が再度発生することが想定されるた

め、上記の留意すべき点を考慮しつつ、クマネズミ根絶に向け

た取り組みを実施していくべきであり、事業としての優先順位

は高い。 

駆除の優先範囲 ・近隣の弟島での駆除計画とあわせて、兄島全域での根絶が求め

られる。 

駆除手法 ・これまで小笠原では、第 1 世代抗凝血性毒物（ダイファシノ

ン）の空中散布等が実施されてきた。 

＜参考となる主な資料＞ 

・環境省事業「平成 23 年度小笠原地域自然再生事業外来ほ乳類

対策調査業務報告書」 

・環境省検討会「第 1 回小笠原諸島における外来ネズミ類対策検

討会資料（H24.8.5）」 

第 4ステップ-①：目標に照らした留意すべき種 

（１）クマネズミ 
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 内容 

モクマオウ類に

ついて 

・オガサワラで記録されているモクマオウ類は、トクサバモクマ

オウとモクマオウの 2種であり、耐乾性、耐潮性が強いほか生

長が早く、貧栄養立地でも生育できる。 

・種子は軽く、マツのように翼もあるため、風により遠方にも飛

散する。 

・陽樹であり、林内のギャップや林縁部などに侵入する。落葉が

林床を覆い尽くし、他の種の生長を抑制する。 

現状 ・ノヤギが根絶されたことで摂食圧もなくなり、兄島全体として

モクマオウ類の生育範囲が拡大している。 

・萠芽力が高いため、薬剤注入による枯殺が順次行われている

が、埋土種子や駆除エリア周辺残存木、崖地などの駆除困難エ

リアからの再侵入によって困難を伴っている。 

注視すべき種間

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予測 ・現在実施されている駆除事業の今後の進捗度合いによって異な

るが、駆除が困難な崖地等の立地を中心に増加することが予測

されるほか、埋土種子や駆除対象地域外からの種子の供給によ

って、既に駆除事業が実施されたエリアでも中長期的に復活

し、生態系への影響が再発する可能性が考えられる。 

・モクマオウ類の繁茂によって乾性低木林や岩上荒原植生が圧迫

を受け、固有陸産貝類の生息環境が悪化する。また、落葉堆積

によるオガサワラハンミョウの生息適地への影響は、本種の生

息にとって大きな脅威となる。 

種間相互作用上

の留意すべき点

・モクマオウ類は、大量の落葉堆積によって、在来植物のみなら

ずギンネムやシチヘンゲなどの他の侵略的外来植物の侵入を抑

制する一定の効果を発揮していると考えられる。 

・そのため、生態系管理の計画や事業実施上、モクマオウ類より

も先にギンネムやシチヘンゲ等を駆除することが望ましい。 

・モクマオウ類を先に駆除する場合は、駆除後は定期的に監視モ

ニタリングを行い、他の外来植物の侵入に注意しながら、必要

に応じて新たな対策を講じ、在来植物の回復を目指すことが必

要である。 

（２）モクマオウ類 
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外来種駆除事業

全体の中での優

先順位 

・生長が早く純群落化し、兄島の固有生態系の基盤となる植生環

境を単調化するため、早期に駆除を進めることが重要である。

・また、絶滅が危惧されるオガサワラハンミョウの生息適地への

侵入を阻止することが重要である。 

・これらのことから、対策実施の優先順位は高い。 

駆除の優先範囲 ・希少植物が多い岩上荒原植生域やオガサワラハンミョウの生息

適地周辺を優先しつつ、駆除実施エリアを中央台地上全域に広

げていく。 

駆除手法 ・これまで小笠原では、他の在来植物やオガサワラハンミョウ、

固有陸産貝類等への影響に留意しながら、伐採や薬剤注入によ

る枯殺、実生の引き抜き、萠芽枝の芽掻き等が行われてきた。

＜参考となる主な資料＞ 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島国有林における外来植物

の駆除実施計画作成事業報告書」 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に

係るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告

書」 
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 内容 

ギンネムについ

て 

・ギンネムは根粒菌を持つマメ科の植物であり、貧栄養立地でも

育つ早期緑化樹種として導入された。 

・種子は重力散布であり、母樹周辺に散布される。 

・陽樹であり、土壌が薄く水分の乏しい裸地状の立地にも定着する。

現状 ・ノヤギの食圧を受けて生育数や生長が抑制されていたが、ノヤ

ギが根絶されたことで、急激に増加してきている。 

注視すべき種間

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予測 ・現在実施されている駆除事業の今後の進捗度合いによって異な

るが、ノヤギの摂食圧がなくなったことで、駆除が困難な崖地

等の立地を中心に増加することが予測される。 

・ギンネムおよびモクマオウ類の繁茂によって乾性低木林や岩上

荒原植生が圧迫を受け、固有陸産貝類の生息環境が悪化する。

また、オガサワラハンミョウの生息適地への侵入は、本種の生

息にとって大きな脅威となる。 

種間相互作用上

の留意すべき点

・モクマオウ類によって生育量が抑制されている種であり、駆除

の順番はモクマオウ類よりも先に実施することが望ましい。 

・また、ギンネムが繁茂することによって、在来の植物のみなら

ずシチヘンゲなどの他の侵略的外来植物の侵入を抑制する一定

の効果を発揮していると考えられる。 

・よって、駆除後は定期的に監視モニタリングを行い、他の外来

植物の侵入に注意しながら、必要に応じて新たな対策を講じ、

在来植物の回復を目指すことが必要である。 

外来種駆除事業

全体の中での優

先順位 

・生長が早く純群落化し、兄島の固有生態系の基盤となる植生環境

を単調化するため、早期に駆除を進めることが重要である。特に

ノヤギ根絶後の著しい増加に早期に対処することが求められる。 

・また、絶滅が危惧されるオガサワラハンミョウの生息適地への

侵入を阻止することが重要である。 

・これらのことから、対策実施の優先順位は高い。 

駆除の優先範囲 ・希少植物が多い岩上荒原植生域やオガサワラハンミョウの生息

適地周辺を優先しつつ、駆除実施エリアを中央台地上全域に広

げていく。 

（３）ギンネム 
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駆除手法 ・これまで小笠原では、他の在来植物やオガサワラハンミョウ、

固有陸産貝類等への影響に留意しながら、伐採や薬剤注入によ

る枯殺等が行われてきた。 

＜参考となる主な資料＞ 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島国有林における外来植物

の駆除実施計画作成事業報告書」 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に係

るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告書」 
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 内容 

リュウキュウマ

ツについて 

・植林のため沖縄から移入された種である。 

・種子は軽く翼もあるため、風により遠方にも飛散する。 

・陽樹であり、土壌が薄く水分の乏しい裸地状の立地にも定着する。

現状 ・兄島全体としてマツノザイセンチュウによる松枯れが発生している。

注視すべき種間

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予測 ・現在実施されている駆除事業の今後の進捗度合いによって異な

るが、駆除が困難な崖地等の立地を中心に増加することが予測

されるほか、クマネズミによる種子の摂食圧が減少したことも

あり、既に駆除事業が実施されたエリアでも中長期的に復活

し、生態系への影響が再発する可能性が考えられる。 

・しかし、モクマオウに比べると影響度合いは小さい。 

種間相互作用上

の留意すべき点

・リュウキュウマツの存在によって、在来の植物のみならずシチ

ヘンゲなどの他の侵略的外来植物の侵入を抑制する一定の効果

を発揮していると考えられる。 

・よって、駆除後は定期的に監視モニタリングを行い、他の外来

植物の侵入に注意しながら、必要に応じて新たな対策を講じ、

在来植物の回復を目指すことが必要である。 

外来種駆除事業

全体の中での優

先順位 

・絶滅が危惧されるオガサワラハンミョウの生息適地への侵入を

阻止することが重要である。 

・ただし、モクマオウに比べて影響度合いは小さく、またマツノ

マダラカミキリによるセンチュウ媒介によって兄島全体として

枯死が発生している。 

・よって、駆除の優先順位は低く、駆除を行う場合も成木を中心

とするなど、余力をモクマオウ等に振り向けるべきである。 

駆除の優先範囲 ・希少植物が多い岩上荒原植生域やオガサワラハンミョウの生息

適地周辺を優先する。 

・なお、島周囲の崖地などでは成木を残し、マツノマダラカミキ

リの個体群維持や急傾斜地の崩壊防止機能をもたせることも考

えられる。 

駆除手法 ・これまで小笠原では、他の在来植物やオガサワラハンミョウ、

固有陸産貝類等への影響に留意しながら、モクマオウ類と同時

に伐採や薬剤注入による枯殺が行われてきた。 

＜参考となる主な資料＞ 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島国有林における外来植物

の駆除実施計画作成事業報告書」 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に係

るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告書」 

（４）リュウキュウマツ 
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 内容 

アイダガヤにつ

いて 

・アイダガヤは、岩上高原植生域に密生して群落を形成する。 

・種子は軽く、ノギもあるため、動物への付着での運搬のほか、

風による遠方への飛散も想定される。 

・直射日光が豊富に当たる立地でのみ成長する種であり、樹林内

での生育はみられない。 

現状 ・ノヤギの食圧を受けて生育数や生長が抑制されていたが、ノヤ

ギが根絶されたことで、急激に増加してきている。 

・兄島以外でも、父島では北部を中心に道路脇や空き地、岩上高

原植生域など多くの立地で既に優占群落となり繁茂している。

注視すべき種間

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予測 ・今後、岩上荒原植生域において、生育箇所や生育数が急速に拡

大していくことが予測される。 

・アイダガヤの繁茂によって在来植物の生育場所が圧迫を受ける

ほか、特にオガサワラハンミョウの生息適地へ侵入した場合に

は、本種の生息にとって大きな脅威となる。 

種間相互作用上

の留意すべき点

・アイダガヤを駆除することに伴う新たな生態系への負の影響は

ないと考えられる。 

・また、他の外来種との間に直接的な競合等の関係はなく、駆除

の実施順による効果や影響に差はない。 

外来種駆除事業

全体の中での優

先順位 

・現段階では生育拡大の初期にあたるため、早期に対策着手する

ことで、より効果的な駆除が可能と考えられる。 

・また、絶滅が危惧されるオガサワラハンミョウの生息適地への

侵入を阻止することが重要である。 

・これらのことから、対策実施の優先順位は高い。 

駆除の優先範囲 ・希少植物が多い岩上荒原植生域やオガサワラハンミョウの生息

適地周辺を優先しつつ、駆除実施エリアを中央台地上全域に広

げていく。 

駆除手法 ・これまで小笠原では、手作業による個体の引き抜き、および除

草剤の塗布という 2 つの手法による試験駆除の実績あり。 

・両手法ともに駆除効果に差はなかったため、動物への影響を考

慮し、より安全な引き抜き手法を優先すべきである。なお、事

後、埋土種子等からの新たな実生発生も確認され、一度侵入し

た後の根絶の困難性が明らかとなっている。 

＜参考となる主な資料＞ 

・林野庁事業「平成 24 年度『世界遺産の森林』保全推進事業 小

笠原諸島における森林生態系保全管理技術事業報告書」※現在

作成中 

 

（５）アイダガヤ 
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 内容 

現状 ・ノヤギやモクマオウ等の影響を受けて初期侵入や生長が抑制さ

れていた様々な外来種が、駆除事業の進捗に伴って定着が容易

となり、岩上荒原植生域や踏み分け道沿いなどで生育数が増加

してきている。 

・また、駆除事業とは無関係に、これまでは確認されていなかっ

た新しい外来植物の侵入リスクも継続している。（人間や鳥類

等への付着運搬、風散布など。特に鳥類相の回復に伴うシマグ

ワやシンクリノイガ等の運搬） 

注視すべき種間

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予測 ・今後、岩上荒原植生域においてシチヘンゲやホナガソウなどの外

来植物が生育箇所や生育数を拡大していくことが予測される。 

・これら外来植物の繁茂によって在来植物の生育場所が圧迫を受

けるほか、特にオガサワラハンミョウの生息適地へ侵入した場

合には、本種の生息にとって大きな脅威となる。 

種間相互作用上

の留意すべき点

・これらの外来植物はまだ侵入初期であり、在来種との共存関係

も形成されていないと考えられるため、駆除に伴う新たな生態

系への負の影響はないと考えられる。 

・また、他の外来種との間に直接的な競合等の関係はなく、駆除

の実施順による効果や影響に差はない。 

外来種駆除事業

全体の中での優

先順位 

・現段階では侵入初期にあたるため、早期に対策着手すること

で、より効果的な駆除が可能と考えられる。 

・また、絶滅が危惧されるオガサワラハンミョウの生息適地への

侵入を阻止することが重要である。 

・これらのことから、対策実施の優先順位は高い。 

駆除の優先範囲 ・現段階では個体数が少ないため、可能な限り発見次第、駆除で

きるようなしくみづくりが、まず必要と考えられる。 

駆除手法 ・手作業による個体の抜き取りが基本になると考えられる。 

＜参考となる主な資料＞ 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に係

るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告書」 

・環境省事業「平成 21 年度小笠原地域自然再生事業外来植物対

策調査業務報告書」 

（６）その他の外来植物（シチヘンゲ、ホナガソウ、シマグワ等） 
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本事業では、平成 20 年度から 5 年間にわたって動植物モニタリングを行った結果、外

来種駆除事業の進捗に伴う生態系の変化が明らかとなった事象もあり、このような成果が

多く得られたことで、生態系保全管理の効果や将来予測の考察が可能となった。 

一方、兄島では、小笠原諸島生態系保全アクションプランにおいて、生態系保全管理の

目標や具体的行動計画が立てられており、現段階では平成 29 年度末までの第 2 期アクシ

ョンプランとしての短期目標が別途検討されている。 

この平成 25 年度以降の第 2 期生態系保全アクションプランへの反映を念頭に、短期的

な対策の内容や優先順位、将来の中長期的な考え方等について整理を行った。 

 

 

 

第 4ステップ-②：小笠原諸島生態系保全アクションプランへの反映 
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表 3-10 (1) 兄島・中央台地上の乾性低木林（岩上荒原植生含む）における森林生態系保全管理の方策（案） 

森林生態系の保全管理の方策 第 1 期生態系保全アクション

プランの取り組み状況 
種間相互作用に伴う生態系の変化 

今後の短期的な考え方（第 2期生態系保全アクションプランの検討に活用） 

短期目標にお

ける取り組み

の項目 

取り組みの達

成状況 

(H24.8 現在) 

正の効果 

（将来予測を含む）

負の影響 

（将来予測を含む）
今後予測される課題 取り組みの項目 短期目標 対策の内容 

中長期的な考え方 

■乾性低木林の保全 

ノヤギ駆除 
（短期目標設

定時には既
に 根 絶 完
了） 

根絶完了 ・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・在来動物の増

加 

・外来植物の増
加 

・ノヤギによる採食や踏
圧によって抑制されて
いた外来植物の増加 

外来植物全般への対
処 

・外来植物の生育数
増大を早期に抑制 

・定期的な巡視調査を行い、外来植物の生
育数増大を早期に把握し、対策検討や実
施に早期に着手する。 

（外来植物の効果的な対策を行うために特に
重要な取り組みである。ノヤギの摂食圧を
受けていたアイダガヤの増加などが既に確
認されており、優先順位が高い） 

・生態系に影響を与える外
来植物について生育数拡
大の初期の現象を見つけ
出し、早期に対処するこ
とで生育数拡大を抑制 

・クマネズミ個体群の早
期回復 

新たな手法検討によ
るクマネズミ根絶 

・クマネズミの根絶 ・定期的なモニタリング調査を行い、個体
群の回復状況を監視する。 

・根絶に向けた新たな対策の検討を行う。 
（クマネズミ駆除事業の実施後、既に陸産

貝類や鳥類等の回復がモニタリングによ
って確認されているため、クマネズミ個
体群の急速な回復は固有生態系への影響
が大きく特に重要な事項であり、優先順
位が高い） 

― 

・リュウキュウマツの実
の生残率が増加したこ
とによる生育数拡大 

リュウキュウマツ駆
除（下記参照） 

― ― ― 

・オガサワラノスリの個
体数減少あるいは餌転
換による在来鳥類への
影響 

オガサワラノスリ保
全 

・個体群の動向の監
視 

・定期的な個体数調査や採餌対象のモニタ
リングを行う。 

・必要に応じて対策を検討、実施する。 

・餌となる在来動物とのバ
ランスが維持されている
ことが確認されるまでモ
ニタリングを継続 

・クマネズミの駆除によ
って固有陸産貝類の個
体数が回復傾向にあ
り、これらを餌資源と
する(外来)陸棲プラナ
リアも一定期間後に増
加 

(外来)陸棲プラナリ
ア駆除 

・個体群の動向の監
視 

・定期的な個体数調査を行う。 
・必要に応じて対策を検討、実施する。 

・(外来)陸棲プラナリアの
生息数増加を回避 

・クマネズミの駆除後に
確認頻度が増加してい
るアカガシラカラスバ
トに対する適切な保護 

アカガシラカラスバ
ト保全 

・個体群の動向の確
認 

・定期的な個体数調査を行う。 
・必要に応じて他の島で実施されている保

護増殖の取り組みとの連携を検討し、対
策を実施する。 

・他の島と一体的な保全対
策を行うことで、兄島で
の安定的な生息を維持す
るとともに、個体数の増
加を図る 

クマネズミ駆
除 

低密度化 ・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・在来動物の増

加 
（特にアカガシ

ラカラスバト
の確認頻度が
増加） 

・海鳥繁殖地の
回 

・外来植物の増
加 

・オガサワラノ
スリの個体群
の減少 

・(外来)陸棲プ
ラナリアの増
加 

・海鳥の繁殖地が復活し
た場合の適切な保護 

海鳥の新たな繁殖地
の保全 

・繁殖活動の動向の
確認 

・定期的な繁殖確認調査を行う。 
・繁殖地が復活した場合には、必要に応じ

て保護対策を検討し、実施する。 

・海鳥の新たな繁殖地が復
活した場合には、繁殖活
動を維持させるための課
題等を早期発見 

・モクマオウ類駆除後の
再発生や再侵入 

・摂食を受けていたノヤ
ギが根絶されたことに
よる生育数拡大 

モクマオウ類駆除 ・駆除エリアの拡大 
・駆除後の再発生や

再侵入個体の駆除

・駆除エリアの拡大とともに、駆除実施範
囲での再発生や再侵入個体の駆除を実施
する。 

（固有の生態系への影響が大きいモクマオウ
類の駆除は特に重要であり、優先順位が高
い） 

・モクマオウ類の生育数の
抑制 

（兄島から根絶するための
効果的な手法は未開発で
ある） 

・駆除による微気象の変
化に伴う生態系への影
響（特に林床植生の衰
弱や枯死など） 

モクマオウ類駆除に
伴う生態系への影響
軽減 

・駆除範囲周辺での
生態系への影響発
生の監視 

・定期的な巡視調査を行い、駆除範囲周辺
における生態系への影響発生を把握す
る。 

・必要に応じて対策を検討し、実施する。 

― 

モクマオウ類
駆除 

兄島台地上の
乾性低木林域
を中心にエリ
ア 排 除 実 施
（継続中） 

・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・在来動物の増

加 

・表層土壌の乾
燥化 

・風当たりの増
加 

・他の外来植物
の増加 

・他の外来植物の増加 外来植物全般への対
処（上記参照） 

― ― ― 

：生態系保全に際して特に重要であり優先順位が高い項目 
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表 3-10 (2) 兄島・中央台地上の乾性低木林（岩上荒原植生含む）における森林生態系保全管理の方策（案） 

森林生態系の保全管理の方策 第 1 期生態系保全アクション

プランの取り組み状況 種間相互作用に伴う生態系の変化 
今後の短期的な考え方（第 2期生態系保全アクションプランの検討に活用） 

短期目標にお

ける取り組み

の項目 

取り組みの達

成状況 

(H24.7 現在) 

正の効果 

（将来予測を含む）

負の影響 

（将来予測を含む）
今後予測される課題 取り組みの項目 短期目標 対策の内容 

中長期的な考え方 

・リュウキュウマツ駆除
後の再発生や再侵入 

・実を摂食していたクマ
ネズミが根絶されたこ
とによる生育数拡大 

リュウキュウマツ駆
除 
 

・駆除エリアの拡大 
・駆除後の再発生や

再侵入個体の駆除

・駆除エリアの拡大とともに、駆除実施範
囲での再発生や再侵入個体の駆除を実施
する。 

 

・リュウキュウマツの生育
数の抑制 

（兄島から根絶するための
効果的な手法は未開発で
ある） 

リュウキュウ
マツ駆除 

兄島台地上の
乾性低木林域
を中心にエリ
ア 排 除 実 施
（継続中） 

・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・在来動物の増

加 

・他の外来植物
の増加 

・他の外来植物の増加 外来植物全般への対
処（上記参照） 

― ― ― 

・駆除後の再発生や再侵
入 

 

ギンネム駆除 ・駆除エリアの拡大 
・駆除後の再発生や

再侵入個体の駆除

・駆除エリアの拡大とともに、駆除実施範
囲での再発生や再侵入個体の駆除を実施
する。 

（急激な増加がみられるギンネム駆除は特に
重要であり、優先順位が高い） 

・ギンネムの生育数の抑制
（兄島から根絶するための

効果的な手法は未開発で
ある） 

ギンネム駆除 エリア排除実
施 中 （ 継 続
中） 

・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・在来動物の増

加 

・他の外来植物
の増加 

 

・他の外来植物の増加 外来植物全般への対
処（上記参照） 

― ― ― 

・駆除後の再発生や再侵
入 

 

シチヘンゲ駆除 ・駆除エリアの拡大 
・駆除後の再発生や

再侵入個体の駆除

・駆除エリアの拡大とともに、駆除実施範
囲での再発生や再侵入個体の駆除を実施
する。 

・シチヘンゲの生育数を抑
制 

シチヘンゲ駆
除 

滝之浦地区に
てエリア排除
実 施 （ 継 続
中） 

・植生の回復 ・他の外来植物
の増加 

 
・他の外来植物の増加 外来植物全般への対

処（上記参照） 
― ― ― 

ホナガソウ試
験駆除※ 

試験駆除実施 ・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・在来動物の増

加 

・他の外来植物
の増加 

・駆除後の再発生や再侵
入 

ホナガソウ駆除 
 

・本格的な駆除に着
手 

・駆除に着手し、生態系への影響を抑制す
る。 

・ホナガソウの生育数を抑
制 

アイダガヤ試
験駆除※ 

試験駆除実施 
（継続中） 

・植生の回復 
・在来植物の増

加 
・固在来動物の

増加 

・他の外来植物
の増加 

・アイダガヤ駆除後の再
発生や再侵入 

（平成 24 年度の試験駆除
によって、人為的な駆
除の効果や今後の課題
について把握予定） 

アイダガヤ駆除 ・本格的な駆除に着
手 

・駆除に着手し、生態系への影響を抑制す
る。 

（ノヤギ駆除後に増加が確認されたアイダ
ガヤは、密生して群落を形成するため、
オガサワラハンミョウの生息環境をはじ
めとした固有の生態系への影響が大きい。
そのため、アイダガヤの駆除は特に重要で
あり、且つ生育数拡大の初期段階であるこ
とから、優先順位が高い） 

・アイダガヤの生育数を抑
制 

（試験駆除の成果を踏ま
え、効果的な駆除手法が
開発された場合には、根
絶を目標とする） 

■陸産貝類の生息地の保全 

クマネズミ駆

除 

（上記と同様）        

■アカガシラカラスバトの生息地の保全 

クマネズミ駆

除 

（上記と同様）       

ノネコ排除 生息未確認 
（排除完了） 

・在来動物の増
加 

― ― ― ― ― ― 

※第 1期生態系保全アクションプランでは位置づけられていない対策 

 

：生態系保全に際して特に重要であり優先順位が高い項目 
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兄島では、これまでにノヤギやクマネズミ、モクマオウ、リュウキュウマツ等の外来種

に対する駆除事業が実施されてきており、ノヤギが根絶されるなど一定の成果が得られて

きているが、外来種駆除に伴う種間相互作用によって他の外来種の生育量・生息量拡大や

新たな外来種の侵入の可能性も想定される。 

兄島も含めた今後の小笠原諸島における生態系管理においては、これまでの取り組みの

成果に基づいて、より効率的・効果的に実施していくことが必要であり、そのためには、

新たな外来種侵入・定着に対する早期発見や早期対処を現実化するためのしくみづくりが

一つの重要なポイントになると言える。 

したがって、今後は個別の種を対象とした駆除事業とあわせて、現地調査や駆除事業実

施時等における事業者・研究者と管理機関との連携や、専門家を含む関係者間の情報共有

のしくみなど、各関係機関の調整・検討によって早期対処を図るための体制構築が必要で

ある。なお、これらの点については、別途検討されている第 2 期小笠原諸島生態系保全ア

クションプランへ反映することが求められる。 

 

＜参考＞ 事業者と関係機関との連携の事例 

兄島滝之浦海岸におけるオオヒキガエル確認とその後の処置について 

発見時の状況 滝之浦海岸において、2010 年 7 月 2 日夕刻時、海岸部踏査中にオオヒキ

ガエル成体雌１個体を確認した。直近に水域は存在しないが確認場所は

後背の沢の下流部にあたり、増水時には流路ができることもあると考え

られる。発見個体は活動しておらず、静止状態であった。 

なお、付近砂地部の広い範囲において林床を精査しており、確認個体以

外は見つかっていない（ただし、落葉下、倒木下、石下などは確認して

いない）。 

発見後の措置 プレック研究所調査員がオオヒキガエルを発見後、個体残置による在来

生物への影響や繁殖のおそれを除去するために、同研究所の別の調査員

が確認個体を成体のまま捕獲し、父島に持ち帰った。捕獲個体はそのま

ま環境省小笠原自然保護官事務所に引き渡し、発見の状況を説明の上、

その後の対応を協議した。 

発見後の対応状況 

 

発見個体は、胃内容物などを調べるために、生体のまま環境省小笠原自

然保護官事務所から環境省のオオヒキガエル対策事業を受託している

（財）自然環境研究センターの現地スタッフに託された。 

※ 以後実施予定の探査において、海岸部のオカヤドカリ類個体、オガサ

ワラスナハキバチの繁殖地、アオウミガメのボディピットなどを踏ま

ないよう、充分に注意して行うよう注意喚起した。 

課題 オオヒキガエルの属島での発見時の連絡・対応体制を構築する必要があ

ると考えられた。 

 

第 4 ステップ-③：新たな外来種侵入・定着に対する早期対処 
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4．ガイドライン兄島モデルに関する留意点の整理 

前章までに整理したガイドライン兄島モデルの内容は、兄島中央台地上の乾性低木林で

見られる主たる事象や種間関係を対象とした調査の成果であり、いくつかの点で検討の限

界もみられた。 

 

①周辺地域との関係性に関する検討は限定的に扱っている 

対象地域内での種間相互作用に関する考察結果であり、鳥類の島間移動や周辺地域におけ

る各種事業の波及効果などの関係性は限定的に扱っている。 

 

②長期予測は困難である 

5 年間のモニタリングでは、短期的且つ大きな変化は捉えられたが、大型台風や大干ばつ

など希に起こる気象現象の影響は限定的に扱っている。したがって、長期的な森林生態系

の変化の予測は困難であり精度が高いとは言えない。 

 

③気候変動による影響や変化は検討対象外である 

気候変動に伴う森林生態系への影響や変化は検討対象外としている。 

 

④検討が困難であった種群がある 

種間相互作用の検討にあたって重要と考えられたものの、詳細な知見やモニタリングデー

タが得られなかった次の種群は扱っていない。 

 ○クモ類 

○オガサワラヤモリ 

 ○テナガカニムシ 

 ○ハエ類 

  

 ※追記 

・平成 25 年３月下旬、兄島へのグリーンアノールの新たな侵入が確認された。 

・本種が兄島に定着した場合、検討対象とした兄島中央台地上の乾性低木林における

生物種間相互作用（特に在来昆虫と植物との相互作用）や森林生態系に対しても著

しい影響を与えることが懸念されることから、緊急的な対応が求められる。 

・環境省関東地方環境事務所及び東京都環境局の報道発表の概要は以下のとおりであ

る。（平成 25 年 3 月 26 日付｢小笠原諸島世界自然遺産地域『兄島』におけるグリー

ンアノールの確認について｣） 

 

●発見状況 

【平成 25 年 3 月 22 日】 

東京都による外来植物ギンネム駆除事業の作業中、作業従事者が、グリーンアノ

ールを 1 個体発見し捕殺した。 

【平成 25 年 3 月 23 日】 

環境省、東京都、（財）自然環境研究センターにおいて、現地の確認を行った。

同発見地点の周辺で、新たに 3 個体（オス）を発見し捕殺した。 
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5．他の島での生態系管理における留意事項の整理 

以上 1.～4.のとおり、兄島をモデルとした小笠原諸島森林生態系保全管理手法ガイド

ラインの作成によって、兄島中央台地上の乾性低木林を対象とした順応的な管理の具体的

な手順や内容を示した。 

このような種間相互作用に着目した検討によって得られた知見については、今後、他の

小笠原諸島の島々における生態系管理においても活用することで、より適切な森林生態系

の保全管理に寄与するものと期待される。 

 本項では、得られた知見に基づいて、他の島で得られた研究結果も参考としながら、今

後他の島での保全管理にあたって留意すべき事項を主な外来種ごとに整理することとした。 

 

 

 

 

 

※留意事項の整理にあたって 

・兄島での外来種駆除に伴うデータに基づき、今後の小笠原諸島での事業に活用すること

のできるクマネズミ、モクマオウ、ギンネム、リュウキュウマツ、アイダガヤを対象と

した。 

・記載した内容の活用にあたっては、各島ごとに生態系の構成種や管理上の目標設定が異

なる点に注意する。特に兄島は、小笠原諸島の中でも原生的な森林生態系が残ってお

り、在来植物の種子供給源も比較的正常に機能しているため、外来種の駆除後は植栽等

を行わず自然の回復を待つという選択肢が可能な島であること等を認識しておく必要が

ある。 

・人の暮らしや観光等との接点のある地域では、森林生態系保全管理の目標設定にあたっ

ては、関係者間での合意形成を図る必要がある。 

・対象とする森林生態系の立地環境によっては、台風や強風、乾燥化及び気候変動等の気

象による影響の程度も異なることに留意が必要である。 

・なお、今回の留意事項の整理にあたり、参考にすることのできた他の島における種間相

互作用に関する研究成果は多くはなかった。外来種駆除事業にあたっては、事前・事後

モニタリングの際に、駆除対象種の増減だけでなく、種間相互作用による他の生物への

影響や新たに発生した課題の有無についても可能な限り調査対象として知見を蓄積し、

活用していくことが望まれる。 
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■生態系の保全管理における留意事項 

本事業にて得られた知見に基づいて、他の島で得られた研究結果も参考としながら、今

後他の島での保全管理にあたって留意すべき事項を主な外来種ごとに整理した。 

 

①クマネズミ駆除における留意事項（とりまとめ案） 

 得られた知見 今後の留意点 

複数の駆除対象種の

実施順について 

＜兄島での知見＞ 

・兄島ではノヤギの根絶とクマ

ネズミの低密度化が行われ

た。これら種の間に直接的な

競合等の関係はないと考えら

れたが、駆除の実施順による

効果や影響など明らかな知見

は得られていない。（駆除の実

施順が異なるような比較対照

となる事業がないため。） 

＜父・母・弟島での知見＞ 

・クマネズミよりも毒に対する

抵抗が強いハツカネズミが同

時に生息する場合、クマネズ

ミ根絶後にハツカネズミの影

響が健在化する可能性が考え

られている。 

＜母島列島での知見＞ 

・オガサワラカワラヒワは、ク

マネズミが生息する島では絶

滅、ドブネズミが生息する島

では生存していることから、

ドブネズミが根絶されること

でクマネズミが侵入した場

合、オガサワラカワラヒワに

とって重大な脅威となる可能

性が考えられている。 

 

・クマネズミ根絶後のハツカネ

ズミの動向や、ドブネズミ根

絶後のクマネズミ侵入に注意

する必要がある。 

・また駆除対象種ではないが、

クマネズミを主たる餌資源と

していたオガサワラノスリに

ついて、兄島ではクマネズミ

駆除後に 2 シーズン巣立ち雛

が未確認となった。（3 シーズ

ン目は 2 つがいに各 1 羽の幼

鳥確認） 

・小笠原ではネズミ類の駆除と

あわせてオガサワラノスリへ

の影響監視が必要である。 

 

これまでに実施され

た駆除方法について 

＜これまでの取り組み＞ 

・第 1 世代抗凝血性毒物（ダイ

ファシノン）の空中散布を実

施。 

 

・長期間（1 週間以上）連続し

て殺鼠剤を採餌しうる状態を

維持する必要がある。 

・全ての個体が採餌しうるよう

に島全体にくまなく散布する

必要がある。 

・散布時にバードストライクの

危険性がある。 
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用いられた駆除方法

に起因する現象等 

＜兄島での知見＞ 

・駆除後 2年半で生残を確認。 

＜弟島での知見＞ 

・駆除後 1 ヶ月後に生残を確

認。 

＜その他の島での知見＞ 

・東島、西島、瓢箪島、人丸島

など小面積の島では根絶した

可能性が高い。 

・第 2 世代抗凝血性毒物の導入

検討が望まれる。 

・GPS による飛行軌跡制御、散

布技術改善、殺鼠剤の形状改

良、急傾斜地への散布条件の

改善等が必要である。 

 

駆除後の管理につい

て 

＜これまでの知見＞ 

・非常に低密度であっても生残

個体の存在によって、急激に

回復する可能性が想定され

る。 

 

・駆除実施後も定期的な巡視調

査を行い、根絶確認を行うと

ともに、再侵入の監視を行

う。 

・また、クマネズミの駆除によ

る生態系回復効果を確認する

ためのモニタリングを継続す

る。 

 

参考となる資料 ・環境省事業「平成 23 年度小笠原地域自然再生事業外来ほ乳類対

策調査業務報告書」 

・環境省検討会「第 1 回小笠原諸島における外来ネズミ類対策検討

会資料（H24.8.5）」 
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②モクマオウ類駆除における留意事項（とりまとめ案） 

 得られた知見 今後の留意点 

複数の駆除対象種の

実施順について 

＜兄島での知見＞ 

・ノヤギの根絶によりモクマオ

ウ類への摂食圧がなくなった

ことは、兄島全体としてモク

マオウ類が生育拡大している

一因と考えられる。 

＜母島列島での知見＞ 

・モクマオウ類の樹上がオガサ

ワラカワラヒワの営巣場所と

なっており、伐採によってオ

ガサワラカワラヒワがドブネ

ズミの食害を受ける可能性が

想定されている。 

・モクマオウ類とノヤギの駆除

の実施順については、単純に

どちらが先であれば良いとは

言えない。まずはモクマオウ

類の成木を駆除し種子生産を

止めながら、ノヤギ駆除の進

捗速度を調整し、途中段階で

生態系の状況を見極めるな

ど、必要に応じて駆除計画を

修正しつつ慎重に進めていく

ことが必要である。 

・モクマオウ類が希少鳥類の繁

殖場となっている場合には、

まずはネズミ類の駆除を優先

して実施すべきである。 

 

これまでに実施され

た駆除方法について 

・薬剤注入による枯殺 

・稚幼樹の引き抜き 

・萠芽枝の芽掻き 

 

・薬剤注入の場合には、薬剤の

周辺への飛散や流出に十分に

注意するとともに、陸産貝類

等への影響を監視しながら実

施することが必要である。 

 

用いられた駆除方法

に起因する現象等 

＜兄島での知見＞ 

・薬剤注入の対象外であったモ

クマオウ類稚樹について、下

層への光環境の改善による生

育数拡大を確認。 

・駆除後にシチヘンゲが侵入。 

・薬剤注入が困難な稚樹に対し

ては、地上部への薬剤塗布な

どの駆除方法を検討し、成木

と同時に駆除を実施すること

が重要である。 

・駆除後の立地において、他の

外来植物の侵入に留意する。 

 

駆除後の管理につい

て 

・土壌中に蓄積されている埋土

種子や、駆除対象地域外から

の種子供給によって、駆除後

早期の再発生や再侵入の可能

性が想定される。 

 

・駆除実施後も定期的な巡視調

査を行い、稚幼樹の早期発見

に努め、早期駆除の実施、あ

るいは対策検討に早期に着手

することが望ましい。 

 

参考となる資料 ・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島国有林における外来植物の

駆除実施計画作成事業報告書」 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に係

るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告書」 

・環境省検討会「第 1 回小笠原諸島における外来ネズミ類対策検討

会資料（H24.8.5）」 
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③ギンネム駆除における留意事項（とりまとめ案） 

 得られた知見 今後の留意点 

複数の駆除対象種の

実施順について 

＜兄島での知見＞ 

・ノヤギの根絶によりギンネム

への摂食圧がなくなったこと

は、兄島全体としてギンネム

が生育拡大している一因と考

えられる。 

・また、ギンネムの生育拡大に

対しては、モクマオウ類の存

在が一定の抑制効果となって

いると考えられる。 

・ギンネムとノヤギの駆除の実

施順については、モクマオウ

と同様に単純にどちらが先で

あれば良いとは言えない。ギ

ンネム駆除とノヤギ駆除の進

捗速度を調整し、途中段階で

生態系の状況を見極めるな

ど、必要に応じて駆除計画を

修正しつつ慎重に進めていく

ことが必要である。 

 

これまでに実施され

た駆除方法について 

・薬剤注入による枯殺 

・伐倒 

・稚幼樹の引き抜き 

 

・薬剤注入の場合には、薬剤の

周辺への飛散や流出に十分に

注意するとともに、陸産貝類

等への影響を監視しながら実

施することが必要である。 

 

用いられた駆除方法

に起因する現象等 

・薬剤（ラウンドアップ）に対

する耐性が比較的強い。 

 

・伐倒や稚幼樹の引き抜きによ

り駆除を行う。 

・駆除後の立地において、他の

外来植物の侵入に留意する。 

 

駆除後の管理につい

て 

・土壌中に蓄積されている埋土

種子や、駆除対象地域外から

の種子供給によって、駆除後

早期の再発生や再侵入の可能

性が想定される。 

 

・駆除実施後も定期的な巡視調

査を行い、稚幼樹の早期発見

に努め、早期駆除の実施、あ

るいは対策検討に早期に着手

することが望ましい。 

 

参考となる資料 ・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島国有林における外来植物の

駆除実施計画作成事業報告書」 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に係

るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告書」 

 



47 

④リュウキュウマツ駆除における留意事項（とりまとめ案） 

 得られた知見 今後の留意点 

複数の駆除対象種の

実施順について 

＜兄島での知見＞ 

・リュウキュウマツの実を採食

していたクマネズミの駆除と

同時進行で駆除が実施され

た。 

・リュウキュウマツの実の生残

率が増加したことで、今後、

個体数が増加する可能性が想

定される。 

 

・兄島ではマツノマダラカミキ

リによる媒介によってリュウ

キュウマツの枯死がみられる

が、マツノマダラカミキリを

捕食するグリーンアノールが

生息する父島、母島では枯死

が少ないため、クマネズミに

よるリュウキュウマツの抑制

効果が大きいことに注意する

必要がある。 

 

これまでに実施され

た駆除方法について 

・薬剤注入による枯殺 

・伐倒 

・稚幼樹の引き抜き 

 

・リュウキュウマツは萠芽再生

しないため伐倒駆除の効果も

高く、駆除実施範囲ごとに効

率的な手法の選択が可能であ

る。 

 

用いられた駆除方法

に起因する現象等 

＜父島での知見＞ 

・駆除後にシチヘンゲが侵入。 

 

・駆除後の立地において、他の

外来植物の侵入に留意する。 

 

駆除後の管理につい

て 

・土壌中に蓄積されている埋土

種子や、駆除対象地域外から

の種子供給によって、駆除後

早期の再発生や再侵入の可能

性が想定される。 

 

・駆除実施後も定期的な巡視調

査を行い、稚樹の早期発見に

努め、早期駆除の実施、ある

いは対策検討に早期に着手す

ることが重要である。 

 

参考となる資料 ・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島国有林における外来植物の

駆除実施計画作成事業報告書」 

・林野庁事業「平成 23 年度小笠原諸島固有森林生態系の修復に係

るモニタリング・外来植物駆除・駆除予定木調査事業報告書」 
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⑤アイダガヤ駆除における留意事項（とりまとめ案） 

 得られた知見 今後の留意点 

複数の駆除対象種の

実施順について 

＜兄島での知見＞ 

・他の外来植物との間に直接的

な競合等の関係はなく、駆除

の実施順による効果や影響に

差はない。 

・しかし、外来樹木の駆除によ

って明るい環境が創出された

場合に、アイダガヤが急増す

る可能性が考えられる。 

 

・外来樹木の伐採など、結果と

して明るい環境が創出される

対策後は、アイダガヤの侵

入・急増に注意する。 

・またノヤギによる付着運搬によ

って広範囲に種子が散布されて

いる可能性が考えられるが、ノ

ヤギが生残している場合はその

食圧で顕在化しない。 

・そのためノヤギ駆除後、アイ

ダガヤの生育数が急増する可

能性について留意が必要であ

る。 

これまでに実施され

た駆除方法について 

＜兄島での知見＞ 

・手作業により根茎も含めて引

き抜く方法、および地上部へ

の除草剤（ラウンドマックス

ロード）の塗布による方法が

試験的に実施された。 

 

・左記の両手法ともに駆除効果

が高いことが確認されてい

る。 

・ただし薬剤塗布の場合には、

薬剤の周辺への飛散や流出に

十分に注意するとともに、陸

産貝類等への影響がないエリ

アでの実施とすることが必要

である。 

用いられた駆除方法

に起因する現象等 

＜兄島での知見＞ 

・引き抜き区では、残された根

茎からと推定される個体の回

復が認められた。 

・試験駆除エリア内でのすべて

の個体ごとに、個々に実施す

る駆除手法であるため、取り

残しが発生した。 

 

・兄島での試験駆除前に実施し

た実験では、使用したラウン

ドアップによる昆虫類や陸産

貝類への影響は認められなか

ったが、界面活性成分など添

加物の影響についてはまだ不

明な点も多い。 

・引き抜き及び薬剤塗布とも

に、駆除効果に大きな差はな

かったことから、オガサワラ

ハンミョウ生息地周辺など重

要な動物の生息環境では、念

のため引き抜きによる駆除と

すべきである。 

駆除後の管理につい

て 

＜兄島での知見＞ 

・試験駆除エリアにおいて、駆

除後に個体群の再生が確認さ

れた。 

 

・手作業あるいは薬剤塗布のど

ちらの手法であっても駆除の

翌年には埋土種子からの大量

の発芽がみられるため、根絶

は困難と考えられる。 

・よって、現実的には、駆除の

優先順位の高いエリアから順に

生育量の抑制を目標として取り

組んでいくことが考えられる。

参考となる資料 ・林野庁事業「平成 24 年度『世界遺産の森林』保全推進事業 小笠原

諸島における森林生態系保全管理技術事業報告書」 
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添付資料 1 兄島の自然環境に係る主な調査研究結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本資料について 

・兄島では、小笠原諸島で 大規模の乾性低木林が成立し、コヘラナレンやウラジ

ロコムラサキ、アサヒエビネなどの希少な固有植物のほか、オガサワラトンボ、

オガサワラハンミョウなどの固有昆虫類、固有陸産貝類など数多く分布している。 

・このような自然環境の希少性の高さは、過去の既往調査や研究によって広く知ら

れていた。 

・本資料は、｢小笠原諸島における森林生態系保全管理技術事業」の対象地として兄

島を選定した理由ともなった過去の調査研究のうち、主な成果を参考として整理

したものである。 
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①乾性低木林の類型区分 

・乾性低木林の類型として、以下の 4つを区分。 

・尾根型と山腹型がコバノアカテツ-シマイスノキ群集、谷型がムニンヒメツバキ-コブガ

シ群集、ガレ地型がオガサワラビロウ-タコノキ群集に対応。 

 
出典・参考：｢小笠原諸島兄島の植生 – 乾性低木林の分布・組成・構造-」 

（清水善和、1991 年、駒澤地理第 27 号） 

 

 (1) 尾根型 

・樹高 2ｍ以下の多幹状の矮低木からなる。 

・土壌の薄い乾燥した尾根筋を中心に成立する。 

・シマイスノキの優占度が極めて高く、個体数の約 40％を占める。 

・ウラジロコムラサキ、コバノトベラ、マルバタイミンタチバナが特徴的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 山腹型 

・樹高 2～6ｍの低木類からなる。 

・尾根から谷にかけての斜面中腹に成立する。 

・シマイスノキの優占度が高く、オガサワラモクレイシ、ムニンノキなどの稀産種を

多く含み、種の多様性が高い。 

・低木層にシマムラサキ、シロテツ、シマギョクシンカが現れる。 
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 (3) 谷型 

・樹高 6～8ｍの中高木からなる。 

・谷筋の湿生な緩斜面に成立する。 

・典型的な谷型ではシマイスノキは少なくなるが、山腹型の要素が混入しており、多

様な種組成となっている。 

・ムニンヒメツバキ、コブガシ、シマホルトノキなどの好湿性な樹種が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) ガレ地型 

・樹高 3～5ｍの低木からなる。 

・岩礫質の乾燥した斜面に成立する。 

・シマイスノキやムニンヒメツバキを欠き、オガサワラビロウやタコノキの優占度が

高い。 
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＜乾性低木林各型の平均的種組成（木本植物）＞ 
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＜乾性低木林各型の平均的種組成（草本植物・ツル植物）＞ 
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②父島列島における乾性低木林の分布 

・シマイスノキが出現し固有の希少種を多く含む「尾根型」｢山腹型」｢谷型」の 3 型を狭

義の乾性低木林（シマイスノキ型低木林）とする。 

・乾性低木林は、小笠原諸島の中では父島列島が も発達している。 

・兄島の乾性低木林は、まとまったものとしては 大の面積を有することが特徴である。 

・過去に本格的な人為の影響を受けたことがなく、きわめて自然度の高い状態に保たれて

いる。 

 
出典・参考：｢小笠原諸島兄島の植生 – 乾性低木林の分布・組成・構造-」 

（清水善和、1991 年、駒澤地理第 27 号） 

 

＜父島列島における乾性低木林の分布＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：乾性低木林 
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③兄島の陸産貝類の特徴 

・兄島の陸産貝類相は、本来より存在した群集がセットになって残っており、また種数も

比較的多い。 

・外来の陸産貝類が少ないことも特徴である。 

出典・参考：｢小笠原諸島兄島の陸産貝類相とその特徴」（黒住耐二、1988 年、小笠原研究年報 12） 

・兄島は、現在でも多くの固有の陸産貝類が唯一多く残っている地域である。 

・オガサワラヤマキサゴ類についても、小笠原諸島で 大の生息地となっている。 

出典・参考：｢小笠原諸島兄島のオガサワラヤマキサゴ類」（上島励、1988 年、小笠原研究年報 12） 

・カタマイマイ属の生息密度は、父島や母島の集団に比べてきわだって高い。 

出典・参考：｢小笠原諸島兄島のカタマイマイ類」（千葉聡、1988 年、小笠原研究年報 12） 

 

 

④兄島の自然度評価 

・父島列島の弟島、兄島、父島をメッ

シュ区分した上で、原生状態に近い

場所と稀産固有生物の多い場所に高

い評点を与えることとし、以下の 6

項目について 5 段階の自然度評価を

実施。 

  ◎過去の土地利用 

  ◎植生の分布 

  ◎稀産植物の分布 

  ◎移入植物の分布 

  ◎固有陸産貝類の分布 

  ◎移入陸産貝類の分布 

・これらに基づいて、10 段階の総合自

然度を算出。（右図参照） 

・この結果、各項目ともに高い評価が

得られた兄島では、全域的に高い自

然となり、特に中央台地上では広範

囲に「自然度 10」が分布している。 

 

 
出典・参考： 

｢小笠原諸島父島列島の自然度評価」（清水善

和・冨山清升・安井隆弥・船越眞樹・伊藤元

己・川窪伸光・本間暁、1991 年、地域学研究

第 4号、駒澤大学応用地理研究所） 

 

 

弟島 

兄島 

父島 

＜父島列島の自然度評価＞ 
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添付資料 2 種間相互作用に係る将来予測の根拠について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：種間相互作用ワーキンググループの開催経緯 

 第 1 回 第 2回 第 3回 

平成 20 年度 3 月 10 日 ― ― 

平成 21 年度 6 月 30 日 3 月 12 日 ― 

平成 22 年度 6 月 10 日 （震災により中止） ― 

平成 23 年度 6 月 7 日 3 月 13 日 ― 

平成 24 年度 8 月 9 日 1 月 17 日 3 月 21 日 
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根拠(1) 固有植物の生育量の回復 

・固有植物の生育量の変化（H20～23 年度のモニタリング結果）は以下のとおり。（平成

23年度第2回ＷＧにて提示） 

＜固有植物の生育地点数の経年変化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル凡例 

○：H20 年度に生育・生息あり 

×：H20 年度に生育・生息なし 

ｸﾏﾈｽﾞﾐ,ﾓｸﾏｵｳ,ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ低密度化 ｸﾏﾈｽﾞﾐ,ﾓｸﾏｵｳ,ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ低密度化 

ｸﾏﾈｽﾞﾐ,ﾓｸﾏｵｳ,ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ低密度化 ｸﾏﾈｽﾞﾐ低密度化 

※シマオオタニワタリ

の消滅は H21 年度の乾

燥によるダメージが原

因と推定 



58 

＜固有植物の地上高の経年変化＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾏﾈｽﾞﾐ,ﾓｸﾏｵｳ,ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ低密度化 ｸﾏﾈｽﾞﾐ,ﾓｸﾏｵｳ,ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ低密度化 

ｸﾏﾈｽﾞﾐ,ﾓｸﾏｵｳ,ﾘｭｳｷｭｳﾏﾂ低密度化 ｸﾏﾈｽﾞﾐ低密度化 

タイトル凡例 

○：H20 年度に生育・生息あり 

×：H20 年度に生育・生息なし 

※S3 区のアサヒエビネ、S6 区のムニンボウラン

の地上高が減少した原因は不明だが、枯死の兆し

を意味しているものではないと考えられる。 
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根拠(2) 固有陸産貝類の生息量の回復 

・カタマイマイ類の個体数の経年変化（H21～23 年度のモニタリング結果）は以下のとお

り。（平成23年度第2回ＷＧにて提示） 

・委員からは、ノヤギ駆除というよりも「クマネズミ駆除によって陸産貝類が明らかに増加

してきている」との指摘があり、キセルガイモドキ類についても｢回復基調」との指摘あり。 

 

＜カタマイマイ類生貝の確認個体数（/100m2）年度比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠(3) 植生の多様性の回復 

・固有植物をはじめとして多くの植物がノヤギの摂食や踏圧を受けており、ノヤギを駆除

することでそれらの植物が回復し、植生の多様化に寄与すると予測。（平成 20 年度ＷＧ

にて提示） 

 

根拠(4) 昆虫類の生息量の回復 

(4)-1 

・ノヤギの影響による植生の多様性低下によって、特定の植物を餌資源としていた多くの昆

虫類の生息条件が悪化していたため、ノヤギを駆除することで植生の多様性が回復し、昆

虫類の生息量も回復すると予測。（平成 20 年度ＷＧにて提示） 

(4)-2 

・上記(4)-1 と同様に、植生の多様性の回復は、訪花性昆虫類の回復に寄与すると予測。（平

成 20 年度ＷＧにて提示） 

(4)-3 

・平成 23 年度第 1 回ＷＧでは、｢個体数が減少していないことが外来種駆除事業の成果がな

いということではなく、健全な個体群が維持されているということも大切」との指摘あり。 
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根拠(5) オガサワラオオコウモリ生息環境の回復 

・平成 21 年度の有識者ヒアリングでは、｢タコノキやヤロードなど、クマネズミと餌資源が

競合しているオガサワラオオコウモリは、クマネズミが根絶されたことで今後兄島への飛

来が考えられる」との指摘あり。 

 

根拠(6) 外来植物の生育量の増大 

・アイダガヤの生育面積の経年変化（H20～23 年度のモニタリング結果）は以下のとおり。

（平成23年度第2回ＷＧにて提示） 

 

＜アイダガヤの増加状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠(7) 外来植物の生育量の増大 

・ノヤギが摂食していたギンネムやシチヘンゲ、アイダガヤなどは、ノヤギを駆除するこ

とで生存機会が増加し、生育量が拡大すると予測。（平成 20 年度ＷＧにて提示） 

・また、平成 24 年度第 2 回ＷＧでは、これらの外来植物が増加することで、オガサワラ

ハンミョウの生息適地への影響が発生する可能性について指摘あり。 

S3 区は 

試験駆除 

を実施 
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根拠(8) アカガシラカラスバトの確認頻度の増加 

・アカガシラカラスバトの調査期ごとの延べ確認個体数（H20～23 年度のモニタリング結

果）は以下のとおり。（平成23年度第2回ＷＧにて提示） 

・なお、平成 23 年度第 1 回ＷＧでは、本事業にてアカガシラカラスバトをモニタリングし

ていることが｢クマネズミの根絶事業の成果を検証するデータとなっている」との指摘

あり。 

＜アカガシラカラスバトの確認頻度の増加状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査日数：3～5日／回，但し、H23 年度 12 月は 1日間のみ★）［年度表記］ 

 

根拠(9) 固有陸産貝類の生息量の回復 

・根拠(2)を参照。 

・平成 21 年度第 1 回ＷＧにて、｢ヤドカリも陸産貝類の捕食者だが、カタマイマイ類の親貝

を捕食するのは無理」との指摘あり。 

 

根拠(10) 植生の多様性の回復 

・平成 21 年度第 1 回ＷＧにおいて、「ノヤシが少なくなったのはクマネズミの影響ではない

か」や、｢母島ではクマネズミによるシマホルトノキの食害が大きい」との指摘あり。 

 

根拠(11) 鳥類や昆虫類の生息量の回復 

・平成 21 年度第 2 回ＷＧにおいて、「西島ではクマネズミを駆除した後、ハシナガウグイス

やオガサワラトカゲが増加した」との指摘あり。 

・根拠(8)を参照。 
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延べ個体数

ネズミ駆除 
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根拠(12) 海鳥の繁殖地の回復 

・平成20年度ＷＧにおいて、「海鳥が戻るとしても非常に長期的である」との指摘あり。 

・平成 24 年度第 2 回ＷＧにおいて、「海鳥によって外来植物が運搬される」との指摘あり。 

 

根拠(13) オガサワラノスリの餌資源の増加 

・クマネズミが捕食していた鳥類（陸鳥、海鳥）などが回復することで、オガサワラノス

リの餌資源が増加し、個体数維持へ寄与すると予測。（本ＷＧにて初提示） 

 

根拠(14) オガサワラノスリの餌資源の減少 

・平成 22年度第 1回ＷＧでは、クマネズミ駆除後、オガサワラノスリの食痕としてカニ類が

多く確認された点を報告。 

 

根拠(15) 外来植物の生育量の増大 

(15)-1 

・クマネズミが摂食していたリュウキュウマツなどの外来植物は、クマネズミを駆除する

ことで生存機会が増加し、生育量が拡大すると予測。（平成 20 年度ＷＧにて提示） 

(15)-2 

・平成 23 年度第 2 回ＷＧにて、｢広域移動をする鳥類が多くなると、クリノイガやシマグワ

が運搬されて入ってしまう」との指摘あり。また、｢海鳥による種子散布の可能性」を留

意点として示すように指摘あり。 

 

根拠(16) オガサワラノスリの生息量の減少や餌転換 

・平成20年度ＷＧにおいて、「オガサワラノスリは個体数が減少する」との指摘あり。 

・平成 21 年度第 1 回ＷＧにおいて、「オガサワラノスリは海鳥を多数補食する」との指摘あ

り。 

・根拠(13)を参照。 

 

根拠(17) 外来陸棲プラナリアの生息量の増大 

・平成 20 年度ＷＧにおいて、「固有陸産貝類が増え、陸棲プラナリアが増えるのは自然」や

｢オナジマイマイなど外来の陸産貝類が増え、陸棲プラナリアが増える」との指摘あり。 

 

根拠(18) 残存個体群の存在による生態系への影響の再発 

・クマネズミ駆除後、多くの植物や陸産貝類、鳥類などの回復傾向が見られるようになっ

てきており、クマネズミ残存個体群が回復した場合には生態系への影響が再発すると予

測。（平成 23 年度ＷＧにて提示） 



63 

根拠(19) 植生の健全性の回復 

・モクマオウ類やリュウキュウマツの駆除による植生変化は以下のとおり。（平成 23 年度

第2回ＷＧにて提示） 

 

＜植生の経年変化（広域調査区 S2 の例）＞ 

H22 年 1 月 

 
 

モクマオウ類やリュウキュウマツの駆除 

 

H22 年 10 月 
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根拠(20) 植生の多様性の回復 

・根拠(1)を参照。 

 

根拠(21) 生態系の多様性の回復 

・モクマオウ類やリュウキュウマツ等を駆除することで、それまで圧迫を受けていた他の固

有植物の生育量が回復し、昆虫類や鳥類の生息量も回復することで、生態系の多様性が回

復すると予測。（平成 23 年度ＷＧにて提示） 

 

根拠(22) 表層土壌の乾燥化や風当たりの増加 

・平成 20 年度ＷＧにおいて、「モクマオウ類やリュウキュウマツの伐採によって乾燥化が進

み陸産貝類への影響が大きい」との指摘あり。 

・平成 23 年度第 2 回ＷＧにおいて、｢モクマオウは駆除されると周辺環境が乾燥化すると考

えられる。首都大学の実験によると落葉の分解も非常に早い」との指摘あり。 

 

根拠(23) 他の外来植物の生育量の増大 

・平成 21 年度第 2 回ＷＧにおいて、｢ギンネムは乾性低木林内に侵入していないし、乾性低

木林もギンネム林に侵入しないと思われる。ただ外来種駆除後の裸地は外来種侵入の危険

性が高い」との指摘や、｢島状にパッチがある乾性低木林では、モクマオウが侵入した形跡

がある」との指摘あり。 

・さらに、｢モクマオウ駆除後にシチヘンゲやギンネムが増加するのは明らかなので、パッチ

の少ない時点で徹底的に駆除をしてからモクマオウを駆除するといった優先順位を考えた

対策の検討が必要である」との指摘あり。 

・モクマオウ類やリュウキュウマツ等を駆除することで、それまで圧迫を受けていた他の外

来植物の生育量が増加すると予測。（平成 23 年度ＷＧにて提示） 

・また、平成 24 年度第 2 回ＷＧでは、これらの外来植物が増加することで、オガサワラ

ハンミョウの生息適地への影響が発生する可能性について指摘あり。 

 

根拠(24) 稚樹の成長等による生態系への影響の再発 

・モクマオウ類やリュウキュウマツ等の成木等の駆除によって、稚樹や埋土種子から一定

の生育量の復活を予測。（平成 23 年度ＷＧにて提示） 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


