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■ロードマップ改訂の留意点と検討事項 

（１）ロードマップの位置付け 

・ このロードマップは、これまでに判明してきたアノールの生息状況と対策の課題

を踏まえ、小笠原諸島におけるアノールによる影響を直接的、間接的に受ける保

全対象種及びそれらを支える生態系を維持、回復することを目的として、短期的

及び中長期的な対策方針をまとめるものである。 

・ 兄島へのアノール侵入に係る非常事態宣言は継続しているが、短期的に根絶でき

るものではないことを踏まえ、数年間以上の長期的な視点をも重視する。 

・ 本ロードマップは、生態系保全アクションプランの下位計画として位置付けられ

る。ロードマップの方針に基づき、年度ごとのグリーンアノール防除実施計画が

整理される。 

 

（２）ロードマップの期間 

・ 現在のロードマップ（2015～2017）は、策定年である 2015 年を含めて 3ヶ年の期

間とした。次期ロードマップは 5ヶ年（2018～2022 年）の期間とし、3年目（2020

年）に点検を行い、必要に応じて見直すこととする。 

 

（３）地理的な範囲 

・ 現在のロードマップは、兄島における対策の目標を明確化することに主眼が置か

れており、兄島以外の島嶼についてはあまり言及されていない。 

・ 2016年度より、アノール対策ワーキングで母島での検討も始まっていることから、

父島列島、母島列島を広く俯瞰できる内容とする。 

※ただし、緊急性が高いのは引き続き兄島であることから、兄島での対策につい

て丁寧に記述する。 

 

（４）これまでの取組に係る評価の重要性 

・ 2015 年時点に比べると、アノールの生息状況及び対策効果、生態系被害などに係

る知見が増加している。よって、これらの知見を踏まえた現状の分析と評価、課

題に係る記述を増やし、それを踏まえた計画を立案することが重要である。 

 

（５）兄島における各地域の扱いを可能な限りで明記 

・ 2016年以降、兄島におけるアノールの分布域は想定されていた範囲よりも大きく、

Aエリアの全域から Bエリアの広域に及んでいることが判明してきた。 

・ さらに、2017 年において Bエリアの西側（見返山、剣山から万作浜集水域の一帯）

においてアノールの生息密度の急速な上昇が確認されている。 
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・ これらの状況を踏まえ、限られた労力を有効に振り分けるために、各エリアの取

扱方針について詳しく記す必要がある。 
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Ⅰ ロードマップ策定の目的と位置づけ 

 

１．目的 

1960 年代に父島、1980 年代には母島に侵入したとされるグリーンアノール（以

下、「アノール」という。）は 1年に最大 1km2というスピードで生息範囲を拡大し、

父島や母島の全域に広がった。主に港湾地域において、2006 年からは父島で、2014

年からは母島において、周辺属島への侵入防止のためアノールの駆除を実施、継続

してきた。しかし 2013 年 3 月に、兄島においてアノールが確認されたことを受け

て、兄島においては 2013 年度から集中的なアノール対策が進められてきた。 

本ロードマップは、これまでに判明してきた生息状況と対策の課題を踏まえ、今

後も効果的かつ継続的な対策を進めアノールによる生態系影響を排除し、最終的に

は小笠原諸島からアノールを完全排除することにより、小笠原諸島におけるアノー

ルによる影響を直接的、間接的に受ける保全対象種及びそれらを支える生態系を維

持、回復することを目的として、短期的及び中長期的な対策方針をまとめるもので

ある。 

 

２．位置づけ 

なお、本ロードマップは、世界自然遺産小笠原諸島管理計画に基づく生態系保全

アクションプランの下位計画として位置付けられる。また、ロードマップの方針に

基づき、より具体的な対策内容を定めたものとして、年度ごとのグリーンアノール

防除実施計画（以下、「防除実施計画」という。）及び未侵入島嶼へのグリーンアノ

ール侵入拡散防止対応マニュアル（以下、「未侵入島嶼への侵入拡散防止対応マニ

ュアル」という。）を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態系保全管理アクションプラン 

グリーンアノール防除対策ロードマップ 

・アノール防除に係る短期的及び中長期的な方針 

未侵入島嶼への侵入拡散防止対応マニュアル 

・未侵入島嶼での監視と発見時の初動 

防除実施計画（年度計画） 

・年度ごとの実施内容を示す計画 

世界自然遺産小笠原諸島管理計画 
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○世界自然遺産小笠原諸島 生態系保全管理アクションプラン 

管理機関が、小笠原諸島の効果的な生態系保全を図っていくために、島毎の種間

関係を整理・把握し、中期的な目標、対策の優先順位・手順や内容、適切な役割分

担を整理し、生態系の保全・管理対策の具体的な行動計画を定めたもので、生態系

の状況に応じた順応的な管理のため、概ね５年ごとに見直し（改定）を行うもので

ある。 

 

○防除実施計画（年度計画） 

防除の各項目について、目標を達成するための具体的取組について、年度ごとの

計画を定めるもの。 

 

○未侵入島嶼への侵入拡散防止対応マニュアル 

未侵入島嶼への侵入未然防止、及び兄島への再侵入防止対策として、兄島での侵

入事例を教訓とし、未侵入島嶼における監視と発見時の初動、既侵入島嶼における

侵入拡散防止対策、についてまとめたもの。 

 

なお、2015 年から現在までのアノール対策は、基本的には 2015 年度からのロード

マップに沿って進んでおり、各島嶼におけるアノールの状況も本ロードマップで想定

された事態の範囲に収まっている。 

 

○これまでの対策の経緯 

 アノールは 1960 年代にグアムから父島に、1980 年代に父島から母島にそれぞれ持

ち込まれたとされる。両島では分布域を急速に拡大し、父島では 1990 年代に、母島

では 2000 年代に島のほぼ全域で見られるようになった。1980 年代から生息実態把握

の調査が実施され、2007 年からは事業として防除が進められている。2013 年には兄

島において初めて定着が確認され、より大規模な事業が展開されてきたところである。 

 これまでの対策の経緯については、概ね次ページの通りにまとめられる。 
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小笠原諸島におけるグリーンアノール対策の関連図（島ごとの整理） 

 
場所 対策 

開始

年 

目的 実 施 項 目 

父島・港湾 2006 ・属島へのｱﾉｰﾙ拡散防止 ・二見港での捕獲：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 750 個＞ 

・効果測定：捕獲地でのﾗｲﾝｾﾝｻｽ調査 

・宮之浜での捕獲：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 100 個＞ 

 

母島・新夕日ヶ丘 2006 ・ｱﾉｰﾙの捕獲・遮断の試験、 

・希少昆虫の保全のための拡散防

止、密度低減化、根絶 

・探索、捕獲：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 5,000 個＞ 

・遮断：外周にﾌｪﾝｽ既設、2ha の自然再生区 

・ｵｶﾞｻﾜﾗｼｼﾞﾐの食樹の植栽、昆虫のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 

 

母島・石門 2007 ・希少昆虫の保全 ・捕獲：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 400 個＞ 

・昆虫のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 

 

母島・港湾 2014 ・属島へのｱﾉｰﾙ拡散防止 ・沖港周辺での捕獲：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 150 個＞ 

 

平島 2014 ・ｱﾉｰル侵入状況の確認 ・探索：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 150 個＞ 

向島・平島 2017 ・ｱﾉｰル侵入状況の確認 ・探索：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 150 個＞ 

兄島 2013 ・生態系被害の軽減化（在来昆虫群

集・送粉系の保全） 

・アノールの拡散防止、低密度下、

根絶 

・探索、捕獲：＜ﾄﾗｯﾌﾟ約 60,000 個＞ 

・遮断：A・B ﾗｲﾝにﾌｪﾝｽ既設、C ﾗｲﾝにﾌｪﾝｽ設置中 

・技術開発：新たなﾄﾗｯﾌﾟ、ﾄﾞﾛｰﾝ等 

・保全対象のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ：昆虫、樹木など 

 

弟島・人丸島・瓢

箪島 

 

2013 ・ｱﾉｰル侵入状況の確認 ・探索：＜各島にﾄﾗｯﾌﾟ約 150～900 個＞ 

 

西島・南島 2017 ・ｱﾉｰル侵入状況の確認 ・探索：＜各島にﾄﾗｯﾌﾟ約 150～450 個＞ 

 

父島・母島の 
捕獲技術を 

他地域に応用 

新夕日ヶ丘の 
遮断技術を 
兄島に応用 

兄島での大規

模捕獲の技術

を母島に応用 
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３．語句の定義 

（１）メッシュと生息密度 

・メッシュ：緯度経度に基づく地図上のマス目。兄島では 1辺 3秒（約 90ｍ）の

メッシュを単位に情報を整理する。 

 ・CPUE: catch per unit effort (単位努力量あたり捕獲数)の略。本ロードマップ

では、アノール個体数/100 トラップ日（100 トラップ日あたりのアノールの捕獲

個体数）で示す。100 個のトラップを 10 日間設置してアノールが 1個体捕獲され

た場合に CPUE0.1 となる。 

 ・検出限界以下：トラップを置いてもアノールが検出されない状態。 

 

（２）根絶の定義 

 ・当面の根絶：100,000 トラップ・日の努力量で検出されない状態（検出限界以下） 

 ・真の根絶：個体群が完全に排除された状態（データによって検証するのは困難） 

  

（３）アノールの活動期と作業時期 

 ・活動期Ⅰ：4月～11 月 

 ・活動期Ⅱ：3月 

 ・活動停滞期：12 月～2月 
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４．各エリアの定義 

アノールの分布状況、防除対策の実施状況、及び保全対象から考え、兄島及び他

の小笠原諸島を次の 8つのエリアに区分する。 

区分 地理的位置 エリアの性質 面積 

兄島

A 

エ 

リ 

ア 

兄島の A ラインより

も南部（丸山、見返

山、剣山に囲まれた

タマナビーチへ流れ

込む沢の集水域） 

タマナビーチへ流れ込む集水域を有し、固有トンボ類等

が健全な状態で生息している。2013 年 3 月に確認され

たアノール兄島南部個体群の西側の分布域に相当し、捕

獲対策を進めた結果、密度が低減化されたエリア。アノ

ールが高密度に生息する父島に最も近く、再侵入のリス

クが最も高い。 

90 

(ha) 

兄島

B 

エ 

リ 

ア 

A～Bラインの間のエ

リア（滝之浦、万作

浜へ流れ込む沢の集

水域、台地上、家内

見崎を含むエリア） 

滝之浦、万作浜への集水域を有し、固有トンボ類が健全

な状態で生息している。アノール分布域の東側に相当

し、Bエリア中部では生息密度の上昇が著しい。今後、

さらなる密度上昇に伴い昆虫群集の崩壊、アノールの著

しい拡散等が強く懸念される。Bラインの柵により南部

個体群の北部への拡散防止を図っている。 

225 

(ha) 

兄島

C 

エ 

リ 

ア 

B～Cラインの間のエ

リア（兄島中部、及

び北東部） 

兄島の乾性低木林の中心地域。植生的に最も多くの希少

種が生育し、オガサワラハンミョウ等の希少昆虫類も生

息する。希少昆虫類やそれを包含する在来生態系を保全

するための囲い込み柵の設置を検討するエリア。Bライ

ンに接した R14 メッシュとその周辺ではアノールがほ

ぼ根絶されており、引き続き侵入防止に努める。 

326 

(ha) 

兄島

D 

エ 

リ 

ア 

C ラインよりも北西

部（ウグイス沢、乾

沢及び二俣岬） 

ウグイス沢及び乾沢の集水域を有し、保全すべき昆虫や

植物等の好適な生息・生育環境である生態系セットを包

含するエリア。兄島の中では、現在判明しているアノー

ル分布域から最も遠く、弟島への侵入リスクを低減する

ための対策実施場所としても重要なエリア。Cライン柵

が設置され、アノールの侵入防止が図られている。 

150 

(ha) 

父島 

・ 

母島 

父島全域・母島全域 動力船やシーカヤックなどにより、周辺属島へアノール

が侵入しないよう、港湾区域や父島宮之浜などにおい

て、アノール捕獲を継続する。 

4400 

(ha) 

母島

新夕

日ヶ

丘 

母島 新夕日ヶ丘 

自然再生区 

在来昆虫相や希少昆虫保全上重要なエリア。囲い込み型

柵の内部ではアノールの極低密度状態を維持している。

アクセスが良いこともあり、自然再生区を公開し、普及

啓発の場としても活用する。 

2 

(ha) 

母島

石門 

石門中の段周辺 希少昆虫保全上重要なエリア。アノールトラップを設置

し、アノール密度の低減を図っている。 

0.5 

(ha) 

E 

エ 

リ 

ア 

父島列島、母島列島、

聟島列島の内のアノ

ールの未侵入の各島 

島ごとに、保全上の重要性、及び父島、兄島及び母島か

らのアノール侵入リスクが異なる。 

652 

(ha) 
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図 アノール防除対象地域のエリア区分図 
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Ⅱ 現状分析 

 ここでは、2015 年から 2017 年までの対策の評価をとりまとめる。 

 

１．保全対象の現状 

・ アノールの侵入・定着に係る保全対象は昆虫やクモ等の在来の無脊椎動物である。

これらの種群には多数の絶滅危惧種が含まれており、小笠原の生物多様性の要素

として重要である。さらに、花粉媒介や食物連鎖における位置など、生態系を維

持する上で重要な機能を有している。 

・ この間、ヒメカタゾウムシ、在来ハナバチ類、樹上性ハエトリグモ等を指標とし

て、昆虫等の生息状況を継続的に把握してきた。 

・ 2017年現在、父島及び母島においてこれらの指標種は激減または絶滅状態にある。

一方、兄島においては、アノールの侵入地域と未侵入地域の間で生息状況の差異

が確認されておらず、捕食によるアノールの被害はまだ顕著になっていないと考

えられる。 

・ ただし、兄島で捕獲されたアノールの消化管内から多数の固有種・希少種が得ら

れていることから、兄島におけるアノールの影響は看過できず、アノールの高密

度化が進めば、やがて危機的な状況に陥ることが予測される。 

 

２．アノールの分布状況 

・ 父島、母島においては全域に分布している。捕獲を継続している父島・母島の港

湾周辺、母島の新夕日ヶ丘では、周囲に比べて低い密度が維持されている。 

・ 兄島における現在のアノール確認範囲は基本的に Bライン以南に留まっている。

ただし、Bライン直北でアノールが捕獲されるほか、Bエリアにおいては東方での

分布も認められており、確認地点の最外郭を結んだ分布域面積は 245ha に及ぶ（前

回ロードマップでは 188ha とされていた）。 

・ 2017 年夏期から秋期において、Bエリアの中央部（見返山、剣山から万作浜集水

域の一帯）を中心に著しい高密度化が確認され、対策が必要な状況となっている。 

・ ベイズを用いたモデルによれば、2017 年の時点で、家内見崎を含めた Bエリアの

全域に広く分布する可能性が高いとされる。 

 

３．対策の現状 

 探索、捕獲、遮断、侵入防止、技術開発等という 5項目について対策を進めてきた。

捕獲を中心にそれぞれの対策は進んでいるが、後述の通り、目標達成の状況は項目ご

とに異なっている（9ページ参照）。 

 

（１）探索 

・ 粘着トラップ（以下、トラップという）により、兄島の全域と周辺島嶼（弟島、

西島、南島、人丸島、瓢箪島）、一部の母島属島（平島、向島）における探索を

進めてきた。現在のところ、兄島以外の属島での発見はない。 

・ 兄島においては、Bエリア東部の分布状況が十分に把握されていない。C・Dエリ

アに、Aエリアに匹敵する広い分布域はないと推測されるが、局所的な分布域が

存在する可能性はある。 
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（２）捕獲 

・ 兄島においては、2017 年 12 月時点で 60,000 個以上のトラップを用いて捕獲を進

めており、毎年 7,000 個体程度のアノールを排除している。Aエリアにおける CPUE

は平均 0.2 個体/100 トラップ日以下であり、低密度の状態を維持している。 

・ B エリアにおける捕獲にも着手しているが、一部のメッシュにおいては CPUE1～3

個体/100 トラップ日という、父島に匹敵する高い密度で生息することが確認され

ている。 

・ B ライン以北の B14 メッシュ及び R14 メッシュ周辺においては、高密度のトラッ

プ設置の結果、地域的な根絶を達成している。 

・ 父島においては、地元 NPO が主体となって広域的な捕獲が実施されている。 

・ 母島・新夕日ヶ丘自然再生区においては、約 5,000 個のトラップを設置し、アノ

ールの排除を継続している。CPUE は平均 0.02 個体/100 トラップ日であり、きわ

めて低密度な状態を維持している。 

・ 母島・石門においては、約 400 個のトラップを設置しアノールの排除を継続して

いる。 

 

（３）遮断 

・ 兄島においては、現在、Aライン（延長 1,450ｍ）、Bライン（同 2,990ｍ）、C

ライン（同約 2,357ｍ）にそれぞれ防除柵が設置され、Aライン柵は Aエリアから

Bエリアへの、Bラインは分布域の拡大をそれぞれ抑制している。またCラインは、

兄島北西部の生態系を保全し、弟島への侵入を防止するために機能している。 

・ 母島においては、希少昆虫の生息地である新夕日ヶ丘に延長 990ｍあまりの防除

柵が設置され、アノールの侵入を抑制している。 

・ 各々の柵のメンテナンス及び柵の周囲の植生管理（剪定など）が継続的に実施さ

れている。 

 

（４）侵入防止 

・ 父島・母島港湾、及び父島宮之浜などにおける継続的な捕獲が実施され、アノー

ルの密度低減化を通して、兄島等の属島への侵入リスクの低減化が図られている。 

・ 人為的な拡散防止を図るために、兄島の視察会やアノール対策の講演会等を通じ

て、地域向けの普及啓発が進められている。 

 

（５）技術開発等 

・ ラジオテレメトリー調査や捕獲個体の分析を通して、兄島等におけるアノールの

行動、生態に係る実態把握が実施されてきた。 

・ 捕獲・探索・遮断の手法を中心として、新たな防除技術の開発が試みられている。

遮断柵の工夫が進み、またドローンや探索犬を用いた探索手法の開発や、散布型

トラップ・化学的防除（ベイト剤の試行）等、新規技術の確立に向けた試験が進

められている。 
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Ⅲ 目標の設定 

 

１．2017 年度までの目標達成の状況 

（１）兄島 

・ 兄島においては、現在のところ、下記の短期目標が達成されている。 

① 固有昆虫等の生息状況に影響を与えず、それを通して、送粉機能などの生態

系機能を損なわない状況を維持する。 

②  Aエリア全体として、CPUE0.2個体/100トラップ日以下に密度低減化を図る。 

③  C ラインの完成（2018 年 3 月予定）。 

④  B ライン以北でのアノール分布域のほぼ消滅。 

⑤  B エリアから C、Dエリアへの拡散防止。 

 

・ 一方で、次の目標は達成されていない。 

① AエリアにおいてCPUE0.5個体/100トラップ日以上のメッシュを消失させる。 

② B ライン南側でアノールが検出された場合、CPUE を 0.05 個体/100 トラップ・

日まで低減する。 

 （B エリアの一部【メッシュ数・約 60】では CPUE1～3 個体/100 トラップ日程

度の密度に達しているものと推測される） 

 → 兄島で初めて観測される高い密度である。 

 

（２）父島（H27-29 ロードマップでは短期目標は設定されていない） 

・ 未侵入の島嶼への侵入リスクを低減するために、港湾等における生息密度の低

減化を達成している（2017 年 10 月の CPUE は 0.60 個体/トラップ日）。 

・ 2017 年度には地元 NPO によって住民参加型の防除が進められ、10,000 個体以上

のアノールが捕獲・排除された。 

 

（３）母島（H27-29 ロードマップでは短期目標は設定されていない） 

・ 新夕日ヶ丘においては、アノール防除技術確立と希少昆虫保全を目的とした継

続的な防除（遮断柵の設置・維持及びトラップを用いた捕獲）が進められ、そ

の結果、アノールの生息はきわめて低密度に抑えられ、在来昆虫（ヒメカタゾ

ウムシ等）の顕著な増加などを達成している。 

・ 石門においては、希少昆虫の保全のためにトラップを用いたアノールの継続的

な捕獲が進められている。ただし 2016・2017 年度においては、アノールの生息

密度は比較的高い状況で推移している。 

・ 未侵入の島嶼への侵入リスクを低減するために、港湾における生息密度の低減

化を達成している（母島港湾の 2017 年 10 月の CPUE は 0.2 個体/100 トラップ・

日）。 

 

（４）防除技術の開発 

・ ドローン及び人工知能を用いた探索技術の開発が進められており、この手法は

アノールの密度が比較的高い場所における検出に有効であることが示唆されて

いる。 
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・ 試験段階で高い捕獲効率が認められた散布型トラップについては、導入のため

の検証と評価を進めている。またベイト剤（アノールを致死させる薬剤を生き

た昆虫に装着して野外に放逐し、アノールに捕食させて防除する手法）の試験

が進められている。ただし、これらの手法は未確立であり、1,2 年後以内に兄島

に適用できる状況ではない。 

・ 冬期の効率的な捕獲技術は現在確立していない。 

 

２．目標設定 

（１）兄島 

 １）兄島全体 

・ B ライン以北の昆虫群集及び生態系機能を維持する。そのために、アノールの

分布域を Bライン以北に拡大させないことを最も重要な目標とする。 

・ B ライン以南についても、昆虫群集の崩壊等、事態の極端な悪化が認められた

場合には、保全対象を守るために可能な範囲で対策を講じる。 

 

２）Aエリア 

・ 捕獲によって全体的に CPUE0.2 個体/100 トラップ日以下に維持する。これは、

在来昆虫への顕著な影響が認められない生息密度である。 

 

３）Bエリア 

・ エリア内のアノールの分布状況及び高密度域を把握する。 

・ B ラインへのアタックを減らし、Bライン以北への拡散を防止するため、Bライ

ン直南部周辺（Bラインから 100～200ｍ程度の範囲）における CPUE をおおよ

そ年間平均 0.2 個体/100 トラップ日以下に維持する。 

・ 捕獲によって、Bエリア高密度帯の対策地域における平均 CPUE を 0.5 個体/100

トラップ日以下とする（過去のモニタリング結果等から、この密度であれば昆

虫の著しい減少は生じないと考えられる。）。 

 

４）Cエリア・Dエリア・Eエリア 

・ B ライン直北部の探索を継続する。 

・ 2017 年秋に 2個体のアノールが捕獲された T15 メッシュにおいては、継続して

高密度にトラップを設置する。 

・ E エリア（兄島以外の属島）を含めた広域探索も継続し、もし確認された場合

にはトラップの高密度設置による捕獲を実施して、アノールが検出されない状

況を維持する。 

 

 ５）技術開発 

 ・より効果的な探索技術の開発を進める。 

・現状の人力によるトラップ設置に代わる、より効果的、効率的な駆除手法の技術

開発を進め、兄島で試行する。 

・技術開発に必要なアノールの生態・行動の調査等を推進する。 

・民間企業や大学等の研究機関との協同、企業ファンドの活用等を検討する。 
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（２）父島 

・ 未侵入の周辺島嶼への非意図的なアノール侵入リスクを低減させるために、港

湾を始めとする一帯における生息密度の低減化を図る。 

・ アノールを含む外来種問題を住民に広く理解してもらい、自発的な防除等によ

ってアノールの生息密度を低減化させるとともに、非意図的な拡散リスクを小

さくする。 

 

（３）母島 

・ 新夕日ヶ丘においては、生態系回復のためアノール防除を継続し、自然再生区

内のアノール根絶を目指す。 

・ より低減した労力による、効率のよいアノールの防除手法の開発、及び実施を

新たな目標の一つとする。 

・ 自然再生区を公開し、自然再生やアノールを含む外来種問題を広く一般市民に

理解してもらう場として活用する。 

・ 石門においては、希少昆虫保全のためにアノールの防除を継続し、実施効果を

検証する。 

・ 未侵入の周辺島嶼への非意図的なアノール侵入リスクを低減させる。 

 

（４）その他の島嶼 

・ 現時点でアノールの侵入確認はなく、アノールによる生態系被害も知られてい

ない。ただし侵入・定着のリスクはあるため、「未侵入島嶼への侵入拡散防止

対応マニュアル」に従って監視を継続し、アノールが見られない状況を維持す

る。 
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Ⅳ 目標達成に向けた具体的な取組 

 

１．検討及び実施の体制 

下記の通り、関係する検討枠組み・事業で連携しながら、対策を実施する。ただ

し、アノール及び保全対象の状況は刻々と変化しうることから、検討及び実施は、

年度の途中であっても状況変化に応じて順応的に対応できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 アノール防除対策に係る検討・実施体制 

 

２．目標達成のための取組内容 

アノールの対策を進めるために、当面必要な取組として、分布域を把握する「探

索」、分布域内の密度低下を進めるための「捕獲」、分布域の拡大を防ぐための「遮

断」、今後の防除をより効率的に進めるための「技術開発」などの対策がある。本

項では、これらの取組の基本的な方向性を整理する。なお、具体的な作業内容につ

いては、過年度の実績及び評価をふまえて戦略を見直し、年度ごとに定める防除実

施計画で定めることとする。 

 

（１）兄島における具体的な取組 

 １）探索 

・ トラップを用いた探索を実施する。分布域の周辺部におけるアノールの高密

度域の広がりについて的確に把握するほか、Bライン周辺などを特に強化する。 

・ 上記に加え、ドローンと人工知能を用いた探索の試行等を行う。 

Act（戦略改善） Check（評価） 

Do（実施） Plan（計画） 

グリーンアノール対策 WG 
・対策の評価、生態系影響の評価 

・評価に基づき、防除対策の改善の提言 

・対策の優先度の検討、リソースの分配に関する提言 

事業の実施 
・行政機関が防除計画に基づき、探索、捕

獲、遮断等の事業を実施 

・行政機関以外の NPO、研究機関、住民参加

型の取組による対策の実施 

希少昆虫保護増殖事業検討会 

・希少昆虫の生息状況評価 

・昆虫保全の立場からｱﾉｰﾙ対策に助言 

新たな外来種の侵入・拡散防止に関する WG 

森林生態系保護地域保全管理委員会等 

・父島、母島からの侵入未然防止の議論に

ついては、これら会議の議論と連携する 

緊急時の対応体制 

・関係機関・団体と情報共有・調整を 

行い、必要な初動を実施 

防除計画の策定 
ロードマップで整理された方針に基づき、単

年度ごとに行政機関が行う取組の計画を策定 
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 ２）捕獲・排除 

 捕獲については、下記の優先順位にしたがって実施する。なお、Cエリア内で

アノールが確認された場合にはトラップの高密度設置による捕獲を優先し、Cエ

リア内でアノールが検出されない状況を維持する。 

 

・優先順位① B ライン以北への拡散防止のため、Bライン直南部（概ね 100～200

ｍの範囲）において重点的な捕獲を継続して、CPUE をおおよそ年間平均 0.2

個体/100 トラップ日以下に維持する。 

 

・優先順位② アノール高密度帯を消失させ、平均 CPUE0.5 個体/トラップ日以

下とする 

 

・優先順位③ 作業の効率化、省力化を図りつつ Aエリアのアノールの低密度状

態を維持する。 

 

 ３）遮断：柵機能の維持・強化 

・ A・B・C ライン柵の維持管理の方針はそれぞれ次の通りである。 

A ライン：Aエリアからのアノールの北上を抑制させるための施設として、最

小限の柵の機能を維持する。ただしアノールの拡散状況（Aライン

中央部や西側でも柵の北側にアノールが高密度に確認された場合な

ど）によっては、Aラインを撤去し、Bライン以北の対策に切り替え

ることも検討する。 

B ライン：Bエリアからのアノールの北上を阻止するための施設として、リス

ク（直南部のアノール密度の上昇、鳥類による拡散、伐採状況等）

を考慮した上で、柵の機能が十分に発揮されるように維持する。 

C ライン：Cエリアからのアノールの北上を阻止するための施設であり、同時

に弟島へのアノール侵入リスクを低減するための最終防衛ラインと

して、柵の機能(ネット、返し)を維持する。 

 

 ４）技術開発 

・ 今後、兄島を中心とした野外への適用が可能と考えられるものを選定して記

述する。探索（ドローン等）、捕獲・排除（メスの効率的な捕獲を念頭に置

いたトラップの改良、トラップ散布、化学的防除、冬期の効率的な捕獲等）、

遮断（柵等）を中心に、それぞれの項目を進める。 

 

 ５）事態の極端な悪化を受けた対応 

・ 現在のトラップと柵及び新規技術だけでは先述の目標を達成できない場合も

想定し、「希少昆虫等の囲い込み柵（＝アノールの囲い出し柵）」、「柵の

設置を伴わないアノールの密度低減化と昆虫群集の維持」、「希少昆虫等の

生息域外保全」等について検討を進める。 

・ 事態の極端な悪化として、次の 2点が想定される。 
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○A・Bエリアにおける昆虫群集の崩壊と、それに連動したアノール拡散速度の上

昇 →A・Bエリアにおいて保全を図るべき地域及び種の選定と対策に着手 

○Cエリアにおけるアノールの定着と生息密度の上昇 →次項にて整理 

 

６）Bラインの突破を受けた対応 

・ 次の状況を「Bラインの突破」と定義する； B ラインよりも北側の３カ所以

上でアノールが１年以上継続的に確認され、定着・繁殖していると判断され、

かつ現行の捕獲・排除の手法によりその集団を消失させられない状況と判断

されること 

・ B ラインを突破された場合には、それまで継続してきた Bライン防衛を根本的

に見直し、主たる対策を Cラインの防衛、囲い込み柵やトラップによるアノ

ール低密度管理区の設置、固有種の生息域外保全等に切り替えることを検討

する。 

 

（２）父島における具体的な取組 

・ 未侵入島嶼への侵入未然防止対策を実施する。人によらない移動拡散について

は、北部を中心とした父島における生息密度の低減化を図る。 

・ 父島からの人による非意図的な持ち込みについては、各種の保全事業での対策

を徹底する。 

・ 地元 NPO などの取り組みについても、情報共有などを通じて連携、協力する。 

 

（３）母島における具体的な取組 

１）新夕日ヶ丘におけるアノール排除及び普及・啓発の実施 

・ アノールを根絶するため、トラップを用いたアノールの捕獲、柵の維持管理・

改修等を継続する。また、柵周辺の樹木の剪定を徹底するとともに、伐採幅の

拡幅を検討する。 

・ トラップの設置環境等と捕獲効率を解析することで、より低減した労力による

囲い込み型防除柵でのアノールの防除手法を開発し、実施する。 

・ 新夕日ヶ丘自然再生区を公開し、日常的に開かれた普及・啓発の場として活用

するために、必要な歩道等の施設整備を実施する。 

 

２）保全上重要な地域におけるアノール排除 

・ 石門においては、希少昆虫保全のために必要なアノール生息密度の低減化を図

るために、トラップを用いて地域を限定した捕獲を実施する。 

・ アノール防除の実施効果を検証する。 

 

３）未侵入島嶼への侵入防止のための取組 

・ 未侵入の周辺島嶼への非意図的なアノール侵入リスクを低減させるため、港湾

を始め、一帯において生息密度の低減化を図る。 

 

（４）その他の島嶼 

・ 「未侵入島嶼への侵入拡散防止対応マニュアル」に従って監視を実施し、万

一、アノールが確認された場合には必要な対応を進める。 
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図 島ごとの目標と対策 
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３．事業の評価とモニタリング 

・ アノールの増加傾向を踏まえ、アノールの生息地を中心にアノールの影響を受け

る昆虫等のモニタリングを強化する（群集の崩壊が生じる予兆を迅速・的確に把

握する）。 

・ アノールの分布状況・高密度域の広がりについても的確に把握する（分布拡大、

柵の通過、飛び離れた集団の形成を察知する）。 

 

（１）事業の評価について  

防除対策の効果の評価項目として、「生態系」、「防除対策・体制」の２軸により

対策事業を評価する。 

評価については、アノールの生態特性を考慮し、毎年 12 月末時点で一連の効果

及び影響評価を行い、次年度に向けて事業計画を組み直す。この評価は毎年実施す

る。事業評価は、主に兄島及び母島新夕日ヶ丘に関して行う。 

 

１）生態系評価 

保全対象となる昆虫等の生息状況の把握を行うとともに、防除に伴う環境影響

について評価する。 

 

２）防除対策・体制の評価 

捕獲作業によるアノール個体群の増減、分布域の推定に努めるとともに、各事

業の効果についても評価する。 

また、事業・検討体制が機能し、事業が適正に進行しているか評価する。具体

的には、機関の連携が図られているか、作業上の安全性が確保されているか、各

事業主体が必要とする予算と人員が充分確保されているか等、事業実施の体制が

適正に機能しているかに関して、工程管理会議等を経て評価を行う。 

 

（２）モニタリング計画 

モニタリングは事業の効果を評価するためのものと、事業に伴う環境影響を把握

するためのものが考えられる。また、モニタリングの項目は１）の事業の評価を行

う上で必要なデータ項目である。モニタリング項目の中には、毎年実施すべきもの

と、そうでないもの（隔年、3年おき、5年おきなど）が含まれる。 

具体的なモニタリングの頻度及び規模については、前年度に検討し、年次の防除

実施計画において整理する。 
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表 生態系への影響評価とモニタリング項目（兄島） 

評価項目 評価指標 
モニタリング計画 

頻度 モニタリング手法 

生
態
系
へ
の
影
響
評
価 

ア
ノ
ー
ル
の 

捕
食
影
響 

国内希少野生動植物種（オガサワラ

ハンミョウ、固有トンボ類） ・アノールの捕食により個体群へ影響が及ん

でいるか 
毎年 

・アノールの消化管内容物の調

査 

・保全対象種の生息状況調査 
在来昆虫（ハナバチ類、甲虫類等、

父・母島で消失した種群） 

アノール分布域の把握（兄島のみ） ・アノールの分布域が縮小したか 毎年 ・探索による検出 

防
除
対
策
に
よ
る
影
響 

目的外捕獲の影響（オガサワラトカ

ゲ、オガサワラゼミ、アニジマイナ

ゴ等希少種及び在来昆虫） 

・混獲による個体群への影響はあるか 

（遺伝的な影響も含む） 

・混獲軽減手法は実用化できたか 

毎日（捕獲

作業の中で

記録） 

・混獲数は毎日（捕獲作業の中

で記録） 

・混獲軽減手法によるオガサワ

ラトカゲ等の混獲軽減効果の

モニタリング 

柵ラインの伐採による周辺環境への

影響 

・伐採による植生の変化・外来種の有無 毎年 目視、トランセクト調査 

・伐採を最小限とする手法確立 毎年 
伐採状況に応じて、毎年、工夫

を重ねる 

・対策終了後の回復可能性 毎年 
柵ライン周辺の植生の状況に基

づき、毎年評価する 

捕獲作業による周辺環境への影響 ・踏圧や土壌攪乱による生態系影響があるか 毎年 
・目視調査 
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表 短期目標達成のための事業評価軸（兄島） 

評価項目 評価軸 

対
策
の
評
価 

探索 アノールの分布域の把握 

（兄島） 

・探索範囲は 25メッシュ以上を確保しているか 

・探索技術は向上したか 

 

捕獲 
捕獲作業の効果 

（兄島） 

・Bライン以北でのアノール分布域を消滅させられたか 

・Bラインにおけるトラップの設置、交換作業を適切に進められたか 

・既知のアノールの高密度分布域（Aエリア）を生態系に影響がない密度（CPUE0.2）へ低減でき

ているか 

 

捕獲による低密度効果の持続 ・低密度の状態は維持されているか 

遮断 

兄島 Aライン ・アノールの拡散緩和柵として機能は維持・確保できているか 

兄島 Bライン ・兄島南部のアノール分布域の遮断柵として機能は維持・確保できているか 

兄島 Cライン ・遮断柵としての機能は維持・確保されているか 

囲い込み柵 
・必要な機能・構造の検討が進んだか 

・実施箇所選定の検討が進んだか 

共通 ・柵の遮断・効果機能は十分か 

再侵入

防止 
父島からの再侵入防止 

・侵入要因は解明できたか（兄島） 

・再侵入防止対策が実施されているか 

技術

開発 

トラップによる捕獲の効率化 ・効率的に捕獲できているか 

化学防除技術の開発 ・5年以内に、化学防除技術を導入する 

体制

評価 安全管理 ・安全に作業できるインフラ整備は十分か 

普及

啓発 村民の理解・啓発 ・兄島視察会、講演会、説明会等により、村民の対策への理解は進んでいるか 
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 住民参加 ・村民の防除作業への参加等、協働の取組が進んでいるか 

 

表 短期目標達成のための事業評価軸（母島新夕日ヶ丘） 

評価項目 評価軸 

対
策
の
評
価 

捕獲 

在来昆虫群集の維持・回復 ・在来昆虫等（ヒメカタゾウムシ等）の生息状況 

アノール生息密度の低減化 ・柵外と比較してアノールが低密度な状態は維持されているか 

混獲による生態系影響 ・在来種（オガサワラトカゲ、鳥類、昆虫等）の混獲状況 

遮断 

囲い込み柵 ・柵の破損のメンテナンスは行われているか、通電状況は問題ないか 

柵周辺の樹木管理 ・枝払いなどの管理が定期的に実施されているか 

柵内への侵入防止 
・柵内への侵入要因・箇所は特定できたか 

・侵入防止対策が実施されているか 

技 術

開発 
捕獲の効率化 ・効率的に捕獲するための取り組みを開発し、実施したか 

普 及

啓発 
村民の理解・啓発 

・自然再生区は、自然再生やアノールを含む外来種問題を一般市民に理解してもらう場として活用さ

れているか 
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Ⅴ 地域と協働した対策の推進 

 

アノールの防除対策は、固有昆虫をはじめとした世界自然遺産の中心的な価値を将

来にわたり維持するための取組である。一方で、その保全対象となる昆虫類等の多く

は、有人島では見られなくなってしまっており、地域にとっては興味・関心を深めに

くい状況である。また、対策がどのように進んでいるかについて、十分に共有できて

いない。 

そこで、世界自然遺産の価値を守る取組を地域と協働して進めていけるように、以

下の取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 本ロードマップの見直し 

 

・ 本ロードマップは 2018 年度からの事業等に反映させる。短期目標の達成年（5年

後）を目処とし、それまでに入手された新たな情報に基づき、2022 年度末に見直

し（改定）を行うものとする。 

・ 2020 年度末に中間評価を行う。この時点で状況が大きく変化した場合、また目標

達成が困難であることが明らかとなった場合には、期間の途中でも目標設定の見

直し等を検討する。 

○保全対象への興味と、対策への理解を深める 

 

＜取組事例、今後の提案＞ 

現場視察会、保全の取組の報告会、季刊誌によ

る広報、イベントグッズによる啓発 

＜自然再生区の公開＞ 

新夕日ヶ丘を日常的に開かれた普及啓発の場と

して活用 

○住民参加型の取組を進める 

 

＜取組事例、今後の提案＞ 

住民参加によるアノールの調査、防

除作業 

父島島内でのオガサワラハンミョウ

飼育の継続、防除作業への参加 
○地域との合意形成 

 

＜今後の提案＞ 

ロードマップ・目標設定に関する意見交換、

リスクと効果を検討した上での化学的防除

技術の採用の検討 

地域と協働した

対策の推進 


