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《計画策定の趣旨と経緯》 

小笠原は海洋島としての独特の島嶼生態系を有する地域として、我が国の生物地理

区分上も独立した存在であり、独自の進化を遂げた小笠原固有の生物種が多く、国内

のみならず世界的にみても希少かつ固有な自然環境を有することから、国立公園にも

指定されており、世界自然遺産の候補地の一つともされたところである。しかし、近

年においては、ノヤギやアカギに代表される多くの外来種による影響等により、固有

種、希少種の減少や自然環境の劣化が進行している。 

小笠原では、これらの問題に対して、関係各省庁をはじめ地方自治体、研究者・研

究機関、地元の NPO・各種団体などの様々な主体が、それぞれの立場から調査、研

究、対策事業等を実施してきた。しかし、外来種による生態系への影響把握やその対

策技術に関しては、未解明な部分も多い。特に小笠原のように特異で脆弱な島嶼生態

系への外来種の侵入は、より深刻で対策の緊急性を要することから、関係者・関係機

関等の相互連携による効果的かつ効率的な取組が求められている。 

そこで、環境省は、小笠原に関わりの深い各分野の専門家や地元関係団体、関係行

政機関等の参加を得て「小笠原自然再生推進検討会」を設置し、小笠原における自然

環境の保全と再生、とりわけ外来種対策についての基本的考え方をとりまとめること

を目的として検討を行うこととした。 

「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」はこの検討会での検討の成果

をとりまとめたものであり、小笠原における外来種対策についての基本的考え方と具

体的取組に対する技術手法及び対策の方針を示している。これまでは、本計画のよう

に、外来種対策を中心とした小笠原全体の自然環境保全のための総合的な指針はなか

ったが、今後は、本計画に基づき各主体が適切な役割分担と緊密な連携を図りながら、

積極的な取組を展開していくことが期待される。 

なお、「小笠原自然再生推進検討会」のメンバー構成と実施状況及び「小笠原の自

然環境の保全と再生に関する基本計画」の枠組みは以下に示すとおりである。 
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表１ 検討会メンバー構成 

大河内 勇 独立行政法人森林総合研究所企画調整部企画科長 

奥富 清  （座長） 東京農工大学名誉教授 

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・地球博物館主任研究員 

鹿野 久男 （財）国立公園協会理事長 

田中 信行 独立行政法人森林総合研究所植物生態研究領域チーム長 

真板 昭夫 京都嵯峨芸術大学教授 

安井 隆弥 （NPO）小笠原野生生物研究会理事長 

吉田 正人 江戸川大学教授 （財）日本自然保護協会理事 

（NPO）小笠原自然文化研究所 

小笠原村観光協会 

小笠原母島観光協会 

関東森林管理局計画部長 

東京都環境局自然環境部長 

小笠原村助役 

関東地方環境事務所長（第１回～第３回：南関東自然保護事務所長）（設置者） 

 

表２ 検討会実施状況 

回 数 日 時 場 所 主な議題 

第１回 H16.10.27（水） 
13:30～ 

新宿御苑 ○従来の経緯と検討会の目的 
○自然再生推進計画調査の報告 

第２回 H17.2.7（日） 
9:30～ 

父島・地域福祉 
センター

〔現地開催〕 

○保全と再生に関する基本的考え方 
○島ごとの外来種対策事業の検討方針 

第３回 H17.4.22（金） 
13:30～ 

霞ヶ関（経済産業省） ○保全と再生に関する基本的考え方 
○アカギ対策技術の課題の整理 

第４回 H17.10.25（火） 
9:30～ 

新宿御苑 ○今年度の主な検討事項の整理 
○自然再生推進計画調査の途中結果報告 

第５回 H18.2.20（月） 
14:00～ 

父島・地域福祉 
センター

〔現地開催〕 

○外来種ごとの対応方針・手法 
○島ごとの目標と対策の方向性 

第６回 H18.7.3（月） 
14:00～ 

新宿御苑 ○小笠原の自然環境の保全と再生に関す

る基本計画 
※「基本計画（案）」への意見募集 

H18.12.1（土）～H18.12.17（日） 
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図１ 計画の構成 

 

 

１ 基本的考え方 
 

背  景 全体目標 基本方針 

取組にあたっての基本的考え方 

２ 島ごとの目標と対策の方向性 
 

聟島列島 父島列島 母島列島 

聟 島 

北ノ島・媒島・嫁島 

弟 島 

兄 島 

父島〔東部〕 

父島〔南部〕 

父島〔北西部〕 

南島・西島・東島 

母島〔中北部〕 

母島〔南 部〕 

母島〔沖港周辺〕 

向島・姉島・妹島・姪島 

平 島 

３ 外来種ごとの対応方針 
 

アカギ 

モクマオウ 

ノヤギ 

ウシガエル・ノブタ 

グリーンアノール 

オオヒキガエル その他外来種 

４ 島づくり、仕組みづくり 
 暮らし 

観 光 

研 究 

行 政 

生物相、生態系に関する基本的考え方 島づくり、仕組みづくりに関する基本的考え方

《計画策定の趣旨と経緯》 

《計画の推進に向けて》 

ノネコ・クマネズミ 
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１.小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本的考え方 

１）背 景 

小笠原の自然環境は、海洋島として独自の進化を遂げた多くの固有種と独特の生

態系、豊かな海洋生物や亜熱帯性の海鳥の繁殖地、島弧海底火山に由来する地形形

成の過程や亜熱帯性海洋島の島嶼景観の特徴を示す優れた自然景観等によって価

値付けられ、そのため国立公園にも指定されている。 

しかし、その一方で約1８０年ほど前から現在に至るまで、人間の入植を契機と

する様々な動植物の侵入による生物多様性への影響が続いており、本来の小笠原の

種や生態系、景観を後世に引き継ぐうえで重大な危機に直面している。 

 

２）全体目標 

海洋島において独自の進化を遂げた生物種によって構成された小笠原

の特殊で脆弱な自然環境について、島の自然と人間が共生していくため

の持続可能な仕組みを築くとともに、外来種の侵入をはじめとした人間

の活動に起因する負のインパクトを最小化し、自然の再生の手助けを行

うことにより、自然の進化や変化ができる限り健全な状態で進行するこ

とを目標とする。 

 

３）基本方針 

①海洋島に残された「固有種・希少種」、「独特の生態系」の保全 

海洋島である小笠原諸島にたどり着いた、限られた種群を起源として独自の進

化を遂げた多くの希少固有種群とその生息・生育地、島ごとに独自の発展を遂げ

た生態系、加えて豊かな海洋生物や亜熱帯性の海鳥の繁殖地等について、適切に
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保全を図るとともに、必要な再生を図る。 

 

②「外来種に攪乱された生態系」の健全化 

海洋島であるがゆえに外来種の侵入に脆弱な小笠原では、様々な外来種の侵入

による生物多様性への影響が続いており、本来の小笠原固有・在来の種や生態系

がじわじわと破壊され続けている。新たな外来種の侵入を防止するとともに、既

に侵入した外来種による影響を最小化し、自然の進化や変化ができる限り健全な

状態で進行するよう、外来種の駆除を含む自然の再生を行うことにより、生態系

の健全化を目指す。 

 

③自然と共生した「島づくり」 

小笠原の固有の生態系を支えながら、人間の社会・生産・経済活動が将来にわ

たって健全に維持されるよう、自然再生に関わる様々な取り組みと地域の生活や

経済活動とを密接に結びつけること等を通して、エコツーリズム等の自然と共生

した地域振興に取り組んでいく。 

自然再生に関わる様々な取り組みを自然環境教育の推進に活用しながら、地域

の理解の醸成に資する。 

 

④小笠原の自然を保全・再生するための 
「仕組みづくり」と「小笠原ルール」

島民をはじめとする小笠原を愛する多くの主体が、誇りをもって持続的に自然

の保全と再生に取り組んでいけるよう、多くの主体の参画を得て相互の連携によ

る仕組みや体制を構築する。 

海洋島という特異な自然環境の下での自然とのつきあい方に関して、小笠原に

住み、小笠原を訪れる誰もが守るべき規範となる「小笠原ルール」を確立する。 
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４）取組にあたっての基本的考え方 

（１）生物相、生態系に関する基本的考え方 

①重要な生物種・群集の保全・再生の基本的考え方 

○小笠原においては現在でも絶滅の危機に瀕している固有種が数多く存在して

いる。 

○これらの生物種・群集を保全・再生するため、法的規制や域外繁殖を含めた個

別の保護方策を立案・実施するとともに、できる限り自然再生事業の計画に反

映し、これらの個体・個体群・群集の存在を踏まえて、生態系全体での保全を

目指すことが必要である。 

○保全再生される対象である固有の動植物のうち、採取圧を受けるものについて

は、適切な法制度等により保全を図るとともに、監視を強化する必要がある。 

○純粋なオガサワラグワのように、固有種であって特に必要なものについては、

遺伝子資源の保護のための緊急避難的対応を推進し、将来の回復に備える。 

 

②生態系及び生息・生育環境の保全・再生の基本的考え方 

○優れた生態系、生息・生育環境については、国立公園をはじめとする法的規制

を見直すことや、新たな利用ルール等の適用により、適切に保全するものとす

る。 

○人為的改変や外来種の影響等により、生物の生息・生育基盤となる環境そのも

のが破壊あるいは劣化していることが明らかな場合には、生物が自ら個体群を

維持していけるような環境が成立するまで、生息・生育環境の改善にむけて人

為により手助けを行う。 

○生息・生育環境の保全・再生事業の実施に当たっては、島本来の生態系が維持

されるよう、できる限り外来種が侵入する以前の群集構造や種間関係が成立で

きる環境を再生することを目指す。 

 
③島ごとの対策に関する基本的考え方 

○小笠原の地域特性から、原則として各島を基本的単位として計画を立案する。 

○島ごと（父島、母島についてはさらに地域ごと）の生物相の構成や生態系の状

況、これに対する人間活動の影響の程度に応じて、島ごとの自然環境の保全・

再生の目標を設定した上で、その目標に向けた対策の方針を設定し、取組を計

画的に推進する。 

○実施すべき調査・事業を抽出し、対象種、対象エリアに対する優先順位を検討

した上で、島ごとの計画を検討し、事業の緊急性の高い箇所から自然再生のパ

イロット的事業として順次着手する。 

○また、島ごとの対策の方針については必要に応じて国立公園をはじめとする法

的規制や利用ルール等に反映するものとする。 
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④既に侵入した外来種ごとの対策の基本的考え方 

○小笠原においては様々な外来種の侵入による生態系の攪乱や景観の変化が続い

ており、これらの外来種の侵入に伴う生物や生態系への影響の程度や対策の緊

急性は、各島の生物相・生態系の特性や人間活動の介入に関する歴史と現状な

どによって大きく異なる。 
○特定の外来種の影響が明らかであると判断された場合には、以下を踏まえて、

島ごと・外来種ごとに外来種対策事業の実施方針の検討が必要である。 

・対象となる外来種の生態特性、侵入状況、対策技術の確立状況等 

・侵入先である各島の自然的・社会的環境条件等 

・対策を講じることによる固有種や生態系等への影響等 

 

⑤新たな外来種の侵入予防措置に関する基本的考え方 

○小笠原における自然環境の破壊、劣化の最大の原因は、現在では「侵略的外来

種の侵入による影響」となっている。このため破壊された自然の再生や外来種

の拡大抑制のみならず、新たな外来種の侵入を抑制することも、小笠原の自然

を再生するに当たっての重要な課題である。 

○既存の外来種の侵入経路及び侵入手段を確認すること、新たな侵入種となり得

る種を洗い出すこと等により、適切な予防手段を講ずることが必要である。 

○小笠原に既に侵入した外来種の多くは、父島、母島、硫黄島に集中し、それ以

外の属島部においては保全対象が良好に保全されていることが多い。そのため、

父島・母島から属島への外来種の持ち出し防止対策の徹底が保全上重要である。 

○新たな外来種の侵入を早期に発見できるように、また、新たな侵入が発見され

た場合に早期の対応が可能なように体制を整備することが重要である。 

○非意図的導入を抑止するための体制やルールづくりを急ぐ必要がある。 

 

（２）島づくり、仕組みづくりに関する基本的考え方 

①島民の理解醸成と自然環境教育に関する基本的考え方 

○自然環境の保全と再生の実現や、外来種の侵入予防措置の実効性の担保にあた

っては、各種事業に対する島民の理解と協力を得ることが重要である。 

○そのため、島民に対し、適切な情報提供や意見交換の機会の拡大を図り、多く

の主体とそれらの活動に対する理解を得るための普及活動と教育を推進する。 

○また、教育機関等との連携を図りつつ、地域の子ども達を対象とした教育プロ

グラムを作成・実施する。 

○ペットの適正な管理をはじめとして、父島・母島への新たな外来種の侵入の予

防のために必要な普及啓発及び仕組みづくりに関する取組が必要である。 

 

②エコツーリズムにおける適切な利用に関する基本的考え方 

○現在小笠原で進められているエコツーリズムをさらに推進し、脆弱な自然環境

を適切に、かつ持続的に利用していくためのきめ細かなルールづくり及び観光
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事業者・来島者に対する普及啓発を実施する。 

○また、エコツーリズムの一環として、観光等で訪れる来島者に対し、小笠原の

自然資源の価値を維持していく上で重要な取組として、自然再生への積極的参

加が可能な自然体験活動、ボランティア活動を実施する。 

○新たな外来種の非意図的導入防止をはじめとするエコツーリズムの実施に関す

るルールを確実に実行できる体制や施設を確保する。 

 

③情報の収集・蓄積、成果の活用に関する基本的考え方 

○情報の収集・管理・評価・公表等に関する総合的なモニタリング・評価の仕組

みを確立する。 

○情報の蓄積・更新・検索・閲覧等が可能なデータベースシステムの整備と、地

元での適切な継続的管理を行う。 

○各種事業の実施前に事前データを取得し、自然環境の再生状況をモニタリング

しながら、その評価を事業にフィードバックし、事業内容を柔軟に見直すこと

により、順応的管理を実施する。 

○事業を生態学的実験ととらえ、専門家の参画を得つつ進めるとともに、得られ

た知見をストックしていく。 

 

④事業等の実施における環境配慮に関する基本的考え方 

○事業計画は、事前の調査や科学的知見に基づき、島・地域の自然環境の違いに

応じて、地域に即した実施方針を立案する。 

○施工にあたっては、事前の調査等により固有種・生態系への配慮を十分検討す

るとともに、非意図的導入防止の徹底をはじめ、生態系を破壊しないよう慎重

かつ丁寧に実施する。 

○また、施工業者・作業員に対して、自然環境保全のための適切な情報提供や指

導を実施するとともに、作業員への教育・意見交換の機会の拡大を図り、より

深い理解を求めるための普及活動を推進する。 

○調査・事業・モニタリングの各段階で情報を広く公開し、地域の合意の下で事

業を展開する。 

○各種取組の横断的な進捗状況と相互の影響確認を行うなど、計画全体を統括的

に管理していく仕組みを検討していく。 
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２.島ごとの目標と対策の方向性 

 
小笠原の主要な１６の島それぞれについて、自然環境の保全と再生の目標と方向性を示す。

ここでは、他の島は情報不足のため、聟島列島、父島列島、母島列島の小笠原群島のみを対象

とした。 

その前段として、以下に３つの列島ごとに島々の特性を概観し、今後の島ごとの対策の大き

な方向性を整理した。 
一方、父島及び母島については、その面積規模から、地形、植生、そして人為的影響の大小

について、大きな地域差が見られることから、それぞれ３エリアに細区分する。 

 

１）列島ごとの特性と対策の方向性 

列島名 聟 島 列 島 

主な島 北ノ島、聟島、媒島、嫁島 

特性 

方向性 

・聟島列島の主要４島はいずれも無人島であるが、かつて導入されたノヤギや森

林破壊による植生への影響で大半が草地化され、固有の生態系が大きな攪乱を

受けた。 

・現在ではノヤギの根絶が達成されたと考えられるが、いまだクマネズミなどに

よる外来種の影響が見られ、健全な植生回復が妨げられている。 

・そこで、聟島列島は、外来種の影響を排除した上で、中期的な視点に立った自

然再生を図っていくこととする。 

 

列島名 父 島 列 島 

主な島 弟島、兄島、父島、南島、西島、東島 

特性 

方向性 

《父島》 

・父島は、約2,000人が居住する有人島で、小笠原のアクセス拠点であること

から、多種多様な外来種が意図的・非意図的に導入され、生態系への甚大な

影響が見られる。 

・しかし一方で、父島は小笠原の全固有種数の８割以上が生息・生育する重要

な地域であり、その中でも「東部」には兄島に準ずる規模の乾性低木林が分

布し、林内には希少性が高い固有種も多く分布している。 

・島の規模が大きいことや、有人島として安全性の確保が重要であることなど、

外来種対策にあたっての制約も多く、対策はとりづらいものの、その生態学

的重要性に鑑み、重要地域に重点を置いた対策などメリハリのある対策を講

じるものとする。 



 

10 

 

《父島以外の島々》 

・弟島、兄島は、トンボ類や陸産貝類など貴重な固有種が生息し、植物の固有

種率も高いことなどから、固有生物種群の遺伝子バンクとして極めて重要で

ある。 

・兄島には小笠原で最大規模の乾性低木林が成立している。 

・南島、西島、東島は、かつて植生への影響を及ぼしたノヤギの根絶がほぼ達

成されたが、いまだクマネズミやモクマオウ類などによる外来種の影響が見

られ、健全な植生回復が妨げられている。 

・ノヤギ（兄・弟）やモクマオウ類、クマネズミなどによる外来種影響はある

ものの、グリーンアノールやオオヒキガエルなどは侵入しておらず、比較的

良好な状況を保っているといえる。 

・これらの島々については、父島からの近接性という特性を活かして、外来種

影響を排除した上で、自然再生を図っていくとともに、島民や来島者への啓

蒙を進めていくこととする。 

 

列島名 母 島 列 島 

主な島 母島、向島、平島、姉島、妹島、姪島 

特性 

方向性 

《母島》 

・母島は、約 500 人が居住する有人島であることから、多種多様な外来種が

意図的・非意図的に導入され、生態系への甚大な影響が見られる。その中で

も、湿性を好むアカギ林の拡大が顕著である。 

・「中北部」には、地域本来の植生である湿性高木林が分布し、林内には希少性

が高い固有種も多く分布しているが、アカギによる影響が懸念される。 

・島の規模が大きいことや、有人島として安全性の確保が重要であることなど、

外来種対策にあたっての制約も多く、対策はとりづらいものの、その生態学

的重要性に鑑み、重要地域に重点を置いた対策などメリハリのある対策を講

じるものとする。 

 

《母島以外の島々》 

・これらの島々には、平島や姉島を中心に植林地が多く見られるなど、人為的

影響が現在の植生に影響している。 

・また、クマネズミやモクマオウ類などによる外来種影響も見られる。ただし、

妹島と姪島には、種子が長距離散布するモクマオウ類も侵入していない。 

・一方で、向島と妹島には、オガサワラカワラヒワやハハジマメグロが見られ、

重要な生息地となっている。 

・これらの島々の規模は小さいことから、一つ一つの特性に応じた対策を講じ

ることで自然再生を図って行くこととする。 
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２）父島・母島のエリア区分の考え方 

生態系のタイプを概括的に区分するための指標として、主に植生に着目して区分を行った。

また、父島、母島とも、住民の居住エリアが限定されており、人間の影響が顕著な区域は限ら

れる（これも植生に反映されている）ことから、この点にも着目するとともに、地形の大きな

変化にも着目した。 

あわせて、国立公園の区域等も参考としたが、生態系のタイプと公園計画が調和していない

点も多く、今後の計画見直しにおいて、むしろこのエリア区分を踏まえる必要もあると考えら

れる。 

 

■父島のエリア区分の考え方《東部エリア・南部エリア・北西部エリア》 

・東部エリア…本来の植生が最もよく残された、旭山～東平の乾性低木林を核としたエリ

アとしてエリア区分した。北西部エリアとは、標高 300m 級の主稜部を目安にして区分

したが、これらの稜線一帯が内包されるようにした（過半が国立公園区域と一致）。ま

た、南部エリアとは鳥山北部の大滝の谷地形を目安にしてエリア区分した。 

・南部エリア…戦前には開拓され人為の影響が見られるものの、今では自然林への回復過

程にある森林と、自然林、その他の植生がモザイク状に混在し、多くの固有種が生息・

生育するエリアである。南袋沢といった水系、谷地形によっても特徴づけられる。外来

種拡散の中心（北西部）から遠距離にあることや河川による分断により侵略的外来種の

影響が比較的少ないエリアである。北西部エリアとは、中山峠を目安にして区分した。

・北西部エリア…居住地域、農業地域、利用地域として、現在も人為的改変が大きく、外

来種の侵入影響も大きいエリアである。 

 

■母島のエリア区分の考え方《中北部エリア・南部エリア・沖港周辺エリア》 

・中北部エリア…母島を代表する湿性高木林、モクタチバナ自然林などからなる、母島の

大半のエリアであり、植生区分・地形区分を目安にして、南部エリアとはモクタチバナ

林が途切れる南京浜で、沖港周辺エリアとはモクタチバナ林が途切れギンネム群落が集

中する境界で区分した。半島状の地形にも着目して区分した。 

・南部エリア…母島では比較的乾燥した地域であり、タコノキやオガサワラビロウなどを

含む植生が優占し、固有の陸産貝類や、海鳥類の繁殖地として特徴づけられるエリアで

ある。農業利用も見られる。 

・沖港周辺エリア…居住地域、農業地域、利用地域として、現在も人為的改変が大きく、

外来種の侵入影響も大きいエリアである。 
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図 1-1 父島の現存植生とエリア区分 

（平成 15 年度報告書その２を基に作成） 
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図 1-2 母島の現存植生とエリア区分 

（平成 15 年度報告書その２を基に作成） 
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付随表：凡例植生区分（父島、母島の現存植生図） 

区分 凡例 
番号 

植 生 畑地植生：○ 畑地放棄と考えられる植生：△ 

自然植生 1 ウドノキ－シマホルトノキ群集  ※湿性高木林を形成する代表的なもの 

  2 ワダンノキ群集   

  3 モクタチバナ－テリハコブガシ群集典型亜群集ムニンヤツデ変群集  ※モクタチバナ自然林を形成する代表的なもの 

  4 モクタチバナ－テリハコブガシ群集典型亜群集典型変群集主部  ※モクタチバナ自然林を形成する代表的なもの 

  5 モクタチバナ－テリハコブガシ群集典型亜群集典型変群集モモタマナファシース  ※モクタチバナ自然林を形成する代表的なもの 

  6 モクタチバナ－テリハコブガシ群集ムニンヒメツバキ亜群集  ※モクタチバナ自然林を形成する代表的なもの 

  702 ムニンヒメツバキ－コブガシ群集オガサワラモクレイシ亜群集 シマイスノキ変群集  ※ムニンヒメツバキ自然林を形成する代表的なもの

  8 コバノアカテツ－シマイスノキ群集  ※乾性低木林を形成する代表的なもの 

  9 コバノアカテツ－ムニンアオガンピ群集（アデク群落を含む）  ※乾性低木林を形成する代表的なもの 

  16 オガサワラビロウ－タコノキ群集   

  17 タコノキ群落   

  18 ハスノハギリ－モモタマナ群集   

  19 モモタマナ群落   

  20 オオハマボウ群落   

  A オガサワラグワ群落   

  22 クサトベラ群落典型下位単位   

  24 イソフジ群落   

  25 グンバイヒルガオ群落典型下位単位およびハマナタマメ下位単位主部   

  26 グンバイヒルガオ群落ハマナタマメ下位単位ニクキビファシース   

  27 ハマゴウ群落   

  28 ソナレシバ群落   

  31 オガサワラススキ群集（シマチカラシバ群落典型下位単位ほかを含む）   

  32 シマチカラシバ群落スズメノコビエ下位単位   

  34 イソマツ群落（アツバクコ群集を含む）   

  35 コハマジンチョウ群集   

  36 岩上荒原植物群落（シラゲンテンノウメ群集など）   

代償植生 41 ムニンエノキ－シマムクロジ群落   

  42 リュウキュウマツ群落   

  43 ウラジロエノキ群落   

  44 マルハチ群集   

  45 オガサワラモクマオ群落   

  46 ギンネム群落 △ 

  47 ツルダコ群落   

  50 シチヘンゲ群落 ○ 

  51 メダケ群落 △(植栽起源、休耕地に拡大したと考えられる) 

  52 ダンチク群落 △(植栽起源、休耕地に拡大したと考えられる) 

  53 モクマオウ林（二次林を含む）   

  54 アカギ林（二次林を含む）   

  55 ソウシジュ林   

  56 テリハボク林   

  58 インドゴムノキ林   

  59 ガジュマル林   

  60 アオノリュウゼツラン群落   

  62 セイロンベンケイソウ群落   

  63 ホナガソウ群落   

  64 ローレルカズラ群落   

  72 オオサンカクイ群落   

  73 シュロガヤツリ－トゲヨルガオ群落 稲作地放棄跡と考えられる 

  74 チガヤ群落（オガサワラスズメノヒエ群落を含む） △ 

  75 タマシダ－ワラビ群落 ○ 

  76 ユノミネシダ群落   

  77 ハチジョウススキ群落（サトウキビ群落を含む）   

  81 スズメノコビエ－シマスズメノヒエ群落コヒロハハナヤスリ下位単位   

  86 コウライシバ群落   

  87 ローズグラス－バヒアグラス草地   

  91 空地・路傍雑草群落（オオバナセンダングサ群落など）   

  92 耕作地雑草群落（イヌビユ群落） ○ 

  700 ムニンヒメツバキ－コブガシ群集キバンジロウ亜群集  ※ムニンヒメツバキ二次林を形成する代表的なもの

  701 ムニンヒメツバキ－コブガシ群集オガサワラモクレイシ亜群集典型・タコヅル変群集  ※ムニンヒメツバキ二次林を形成する代表的なもの

  B ヤダケ群落 △(植栽起源、休耕地に拡大したと考えられる) 

  C タイミンチク群落 △(植栽起源、休耕地に拡大したと考えられる) 

  D クスノキ林   

  E ダイサンチク林   

  F クロガヤ群落   

  G 人工緑化法面   

  L 枯損リュウキュウマツ群落   

その他 83 
スズメノコビエ－シマスズメノヒエ群落フタシベネズミノオ下位単位 
オキナワミチシバファシース   

  93 集落（基地施設を含む）   

  94 コンクリート地（舗装道路を含む）   

  95 造成地（未舗装道路を含む）   

  97 自然裸地   

  98 開放水域   

  H 公園等   

  I 工場地   

  J 墓地   

  K 学校敷地   
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３）島ごとの目標と対策の方向性 

聟 島 聟島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○聟島は父島、母島、兄島、弟島、聟島の主だった小笠原の島の中では最も小面積であると

ともに、標高 90m に満たない緩傾斜地の多い地形を示し、かつての森林破壊とノヤギの

食害により、オキナワミチシバなどの在来草本とシマスズメノヒエなどの外来草本とが混

合した草地植生が現在でも島の大半を占めている。 
○聟島の自然環境に最も大きな影響を与えていたと想定されるノヤギについては、排除が完

了しており、現時点ではノヤギによる影響の完全排除が達成されている。 
○聟島には本来、適潤立地のモクタチバナ林が広範囲に分布していたと想定され、現在でも

島内各所に面積的には小さいもののモクタチバナ林が残されていることから、ムコジマト

ラカミキリなどの固有昆虫類の生息環境も維持されてきたと思われる。 
○シマザクラ、オオハマボッスなどの固有植物種についてもノヤギ排除後の回復傾向が報告

されており、今後さらに他の固有植物種群についても回復が期待される。 
○一方、ノヤギの排除後に風衝地や凸地形の場所ではメダケやヤダケ、凹地形の場所ではホ

テイチクといった外来の竹類が侵入し、拡大傾向を示している場所も見られ、他にもギン

ネム、アオノリュウゼツランも侵入している。また、クマネズミによる植物の種子や実生

への食害も顕著である。 
○聟島列島はかつてアホウドリ、クロアシアホウドリの大繁殖地であり、乱獲により 1930
年代には両種の繁殖地は消滅した経緯があるが、1970年代になりクロアシアホウドリ（復
活）とコアホウドリ（新規定着）の繁殖が確認され、2000 年からアホウドリの飛来が確
認されている。 

○聟島固有の陸産貝類が生息する一方で、少なくとも一部の地域では、陸産貝類の減少が確

認されている。 
 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●モクタチバナ林など元来の植生の回復 

ノヤギの排除後の植生変化を監視、誘導し、在来種による本来の植生回復を手助けする。

特に、ごく一部に残されたモクタチバナ自然林とその周辺においては、聟島本来の森林植

生を維持・回復する。 

●アホウドリ類の保護と安定した繁殖環境の維持 

聟島列島においてアホウドリ類の保護増殖を図るとともに、安定した繁殖環境を維持す

る。 
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３.目標実現に向けた問題点・課題 
○モクタチバナ林など元来の植生の回復のために 
主にノヤギの食害による在来植生への影響が重要な課題であったが、完全排除が達成さ

れた。しかしながら、期待したほど既存の在来樹林は回復しないのが現状である。聟島は

聟島列島固有の植物や昆虫類の重要な生息・生育地であり、在来樹林の回復により、それ

らの回復も期待される。このため、この樹林の保全・回復に向けて、対策を講じることは

重要な課題である。 

近年、ノヤギの食害を免れたメダケやギンネム等の増加とそれらによる在来森林植生域

への影響（侵入、更新の阻害、偏向遷移の促進）が懸念されている。また、クマネズミに

よる固有植物種の種子や実生の食害の影響によっても、通常の植生回復、森林植生化が妨

げられているとの指摘もある。このため、在来樹林の保全と回復に向けて、メダケやギン

ネムなど外来植物の駆除対策の実施とクマネズミの根絶のための技術的検討を図ってい

くことが必要である。 

一方で、在来植物は固有昆虫類の重要な食樹であるため、森林化が妨げられることによ

り、ムコジマトラカミキリなどの固有昆虫類の生息環境の拡大は進んでいない。 

 

○海鳥類の保護と安定した繁殖環境の維持のために 

現在営巣が確認されているコアホウドリ、クロアシアホウドリにとって適切な生息環境

を維持し、繁殖地として安定化を図る必要がある（確認外来植物種の適宜駆除など）。ま

た、最近毎年飛来しているアホウドリについては、伊豆鳥島から小笠原への再導入による

第三繁殖地の確保が種の保存上重要とされており、これを進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４.保全・再生の対策の方向性 
◆外来植物の駆除 

既に分布が確認されている外来植物（メダケ、ギンネム、アオノリュウゼツラン、ダイ

サンチク、シチヘンゲ、ガジュマルなど）について、その「侵略性」を検討しつつ、必要

に応じて順応的な管理を推進し、外来種の影響の拡大を適切に防除していく。特に在来樹

林の拡大を進める観点から、樹林周辺での対策を先行して試行すること等を検討する必要

がある。また、種によっては、侵入の初期段階で広範囲に分布が拡大していないうちに、

生息地圧迫 

植物 

森林化抑制 

クマネズミ 

アホウドリ類 

ギンネム 昆虫 

食圧 食圧 

生育地圧迫 

回復阻害 

メダケ 
ﾑｺｼﾞﾏﾄﾗｶﾐｷﾘ 

ノヤギ（完了） 

食圧 
裸地化 

踏圧 
繁殖地等圧迫 

図 2-1 聟島における主要な外来種・固有種の相関図 
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根絶を目指して、早期に駆除を開始する。 

 

◆クマネズミの駆除 
在来樹林の保全と回復に向けて、クマネズミの駆除を、根絶を目指して実施することを

検討する。駆除にあたっては、西島での研究実績や海外での実績などをふまえ、聟島に適

した技術・手法を検証し、有効性及び安全性を確保した上で実施する。聟島列島にはオガ

サワラノスリが生息していないため、他の列島よりも駆除に伴うリスクが低いと考えられ

る。また、アホウドリ類等の海鳥への影響の可能性を最小化していくためには、アホウド

リ類がいない時期などにおいての駆除を想定する。 

 

◆アホウドリ類の保全と繁殖地の確保 

聟島はアホウドリ類の重要な繁殖地であることから、聟島鳥島を含む聟島西部域につい

て、繁殖地として順応的管理を進めていくとともに、飛来が確認されているアホウドリに

ついて、当該地域への再導入により、伊豆鳥島、尖閣諸島に次ぐ第３の繁殖地の確保を推

進する。 

 

◆利用のコントロール 

聟島は、無人島ではあるが上陸者が比較的多い島であるため、海鳥繁殖環境の確保や外

来種導入の危機回避など生態系の管理の面から、島の利用のコントロールを進める。 
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北ノ島 ・ 媒島 ・ 嫁島 聟島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○北ノ島、媒島、嫁島は、緩傾斜地の多い地形を示しており、聟島よりも小面積である。聟

島列島は、北ノ島、聟島、媒島が近接しており、嫁島は、これら３島から少し距離をおい

た位置にある。 
○いずれの島も、かつての森林破壊やノヤギの食害等により、草地植生が島の大半を占めて

おり、北ノ島はソナレシバ、媒島はスズメノコビエ、嫁島はシマチカラシバなどの草本群

落が中心となっている。なお、媒島はノヤギの食害に端を発する大規模な土壌流出が発生

しており、周辺海域まで影響を及ぼしている。（ただし、北ノ島にはノヤギの導入履歴は

ない。） 
○本来、森林が広範囲に分布していたと考えられるが、現在は北ノ島と嫁島では樹林はほと

んど見ることができない。一方、媒島には、島内の東端にウドノキ－ウラジロエノキ群落

やタコノキ群落が残されている。 
○北ノ島ではオガサワラアザミの大きな個体群、媒島ではオオハマギキョウ、オガサワラア

ザミ、ハツバキやシマザクラ、嫁島ではコゴメビエなどの固有植物種が確認されている。

○嫁島や媒島ではアホウドリ類の生息が確認されている。一方、北ノ島は、オナガミズナギ

ドリやアナドリの営巣地となっており、特に稜線付近はこれらの海鳥類による植生破壊・

裸地化が進んでいる。 
○主な侵略的外来種として、クマネズミやギンネム、メダケ、ヤダケ、ホテイチクなどの外

来植物が確認されている。ノヤギは、根絶が達成されている。北ノ島にはクマネズミの生

息は確認されていない。 
 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●ウドノキ林など元来の植生の回復 

ノヤギの排除後の植生変化を監視、誘導し、在来種による本来の植生回復を手助けする。

特に、ごく一部に残された媒島のウドノキ林など、地域本来の森林植生を維持・回復する。

●海鳥類の保護と安定した繁殖環境の維持 

聟島列島においてアホウドリ類をはじめとする海鳥類の保護を図るとともに、安定した

繁殖環境を維持する。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○ウドノキ林など元来の植生の回復のために（媒島・嫁島） 
媒島、嫁島では、主にノヤギによる食害の影響が重要な課題であったが、根絶が完了し

た。既存の在来樹林はゆっくりではあるが回復しており、長期的には在来樹林の回復によ

り、聟島列島の在来生物種の回復も期待される。しかしながら、媒島については、ノヤギ

の食害に端を発した土壌流出も続いており、この対策を図っていくことが最大の課題とな
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っている。 

近年、ヤギの食害を免れたギンネム等の増加とそれらによる在来森林植生域への影響

（侵入、更新の阻害、偏向遷移の促進）について懸念されている。このため、土砂流出対

策等との調整を図りながら、在来樹林の保全と回復に向けて、外来植物やクマネズミの駆

除対策を含めた技術的な検討が必要である。 
 
○海鳥類の保護と安定した繁殖環境の維持のために 
現在、媒島や嫁島で営巣が確認されているクロアシアホウドリや北ノ島の海鳥類（アナ

ドリなど）にとって適切な生息環境が維持され、繁殖地として安定したものとなるよう見

守る必要がある。 

北ノ島については、オナガミズナギドリやアナドリの繁殖地として重要である。鳥によ

る土砂流出の懸念はあるが、クマネズミの侵入を防止しつつ繁殖地としての保全を図る。

 
４.保全・再生の方向性 
◆外来植物等の駆除と森林の回復 
既に分布が確認されている外来植物（ギンネム、ホテイチク（媒島）、ヤダケ（嫁島）、

メダケ（媒島、嫁島）など）について、土砂流出対策と調整しながら、必要に応じて順応

的な管理を推進し、外来種の影響の拡大を適切に防除する。 
種によっては、侵入の初期段階で広範囲に分布が拡大していないうちに、根絶を目指し

て、早期に駆除を開始する。また、人為による森林回復を目指す地域については、必要に

応じて、タコノキ等の樹木の再導入について検討する。 

また、森林回復の観点から、必要に応じて、樹木の再導入について検討する（嫁島は遺

伝子多様性の保全に配慮しつつ、在来樹木を植栽。媒島については土砂流出が続いており、

個別の検討を行って方針を決定。）。 

 

◆土壌流出の防備 ～媒島～ 
媒島については、ノヤギの食害に端を発した土壌流出への対策が最大の課題となってお

り、従来の植生復元事業の実績を踏まえながら、どのような再生を実施するかさらなる検

討を進める必要がある。加えて、海域への影響の緩和のための対策を検討する必要もある。

 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

嫁島はアホウドリ類の重要な繁殖地であり、また、北ノ島については、鳥による土砂流

出の懸念はあるものの、オナガミズナギドリやアナドリの繁殖地として重要であることか

ら、繁殖地としての保全を図る。 

また、上陸者が元来少ない島であり、生態系の管理についても検討を進める必要がある。
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弟 島 父島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○弟島は、面積は比較的小さいが、一ノ谷と藍ノ沢という 2つの谷地形を有し、同域には適
潤かつ土壌化の進行した土地が存在することから、ムニンヒメツバキを優占種とする森林

が比較的広い面積で維持されてきており、戦前には集落が形成されていた。 
○弟島の植生の主体をなしているのは自然林への回復途上にあるムニンヒメツバキ二次林

（ムニンヒメツバキ－コブガシ群集オガサワラモクレイシ亜群集典型・タコヅル変群集）

であり、島の中央部に広く分布している。この林は、乾性低木林の構成種を含むムニンヒ

メツバキ林として特徴的である。 
○これらのムニンヒメツバキ林は、固有昆虫類やアカガシラカラスバトといった森林性の生

物群の生息や繁殖に適した環境となっている。 
○しかし、本来はムニンヒメツバキと同様に高木層の一部を構成していたと思われるオガサ

ワラグワやシマホルトノキなどは現在では稀にしか生育が確認されていない。オガサワラ

グワについては、シマグワと交雑していない純粋な個体群のまとまった生育地が広根山北

西部の巨岩堆積地上にみられるのみである。 
○また、7ヶ所約 400本のアカギが確認され、適潤かつ土壌化の進行した土地の多い弟島に
おいては、拡大のおそれがあったことから、平成 17年度に駆除を実施し、ほぼ完了した。
○島の周囲は海食崖に囲まれており、崖上は大半が自然裸地であるが、荒原植生や風衝草地、

タコノキ群落などの極度な乾燥立地に成立する植生も局所的にみられる。 
○しかし、本来乾燥立地に成立する荒原植生、風衝草地、ハマゴウ群落、タコノキ群落等の

植生に変わって、現在弟島で優占しているのは外来種のモクマオウであり、島の北部及び

南部の海蝕崖周辺に広範囲で純林を形成している。 
○ノヤギとノブタが生息しており、植生や固有植物、陸産貝類等に影響を与えている。 
○弟島はオガサワラアオイトトンボ（弟島のみに現存）をはじめとする固有トンボ 5種がま
とまって生息する唯一の島として重要である。 
○しかし、いくつか見られる池にはウシガエルが生息するとともに、近年の乾燥傾向のため

か小雨の年には池が干上がるなど、トンボをはじめとする昆虫類に大きな影響を与えてい

る。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●固有動物種の生息環境の保全と回復 

ウシガエルやノブタなどの外来種の影響を排除することや繁殖地となる水辺の干魃対

策を講じることなどにより、唯一固有 5種がまとまって見られるトンボ類をはじめとした

固有昆虫類や弟島固有の陸産貝類など、固有動物種の生息環境の保全と回復を目指す。 

●自然林への正常な遷移、固有種とその生息・生育環境の回復 

島の中央部に広く分布する自然性の高いムニンヒメツバキ二次林について、阻害要因を
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排除すること等により自然林への遷移を手助けする。これによりアカガシラカラスバトな

ど固有種とその生息・生育環境の回復を目指す。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○希少な固有動物種の生息環境の保全と回復のために 
弟島には、母島に似て、父島列島では貴重な湿度の高い環境が存在する。一方で、ウシ

ガエル、ノブタなど、他の島には存在しない外来種が生息し、他の島々とは異なる状況が

ある。固有の昆虫相は良く残っており、この保全は重要である。その一方で、弟島固有の

陸産貝類相は壊滅的な状況であり、ノブタの影響と考えられる。外来種以外にも、度重な

る干魃が弟島の自然環境を変化させる大きな要因となっており、少々の干魃でも絶滅が危

惧されるような状況を改善する必要がある。 
このため、島の北部に生息するウシガエルによる水辺の固有昆虫類への食害、ノブタに

よる陸産貝類への食害や昆虫生息域の悪化（ヌタ場）などの影響の排除、固有トンボ類の

保護増殖（繁殖地の維持・創出など）が重要な課題である。なお、ノブタはウシガエルも

捕食しており、ウシガエルの個体数が抑制されている可能性がある。このためウシガエル

駆除をノブタ駆除に先行する必要がある。 

島内にはアカガシラカラスバトも生息すると考えられるが、その生息環境の回復のため

に、ノネコやクマネズミの排除も課題となる。クマネズミによるハトとの餌の競合、その

他鳥類の卵や陸産貝類への食害の懸念もあるが、ノネコ捕獲を行うとクマネズミの増加も

懸念されることから、一体的な対策が求められる。 
 
○自然林への正常な遷移、固有種とその生息・生育環境の回復のために 
戦前の開拓により自然林が破壊され、リュウキュウマツ等の二次林であったが、戦後の

６０年間の放置により、ムニンヒメツバキを中心とした、ほぼ自然植生といえるムニンヒ

メツバキ林が再生している。しかしながら、その一方で、アカギやモクマオウ、ギンネム

などの侵入も見られるところである。また、島内に 200～340 頭生息すると推定されるノ

ヤギは、オガサワラグワなどの固有植物種への食害によって、固有種の保護や自然植生の

回復を図る上で大きな影響を及ぼしている。それととともに、土壌（植生基盤）の掘り返

しなど、ノブタの影響もみられる。 

 

 

※ウシガエル、ノブタ、ノヤギの順に排除を行う。また、既にほぼ根絶済みのアカギの駆

除の徹底やモクマオウ類の駆除についても実施し、ムニンヒメツバキ林の健全な回復を

促すものとする。さらに、水辺の形成など動物類の増加に寄与する対策やオガサワラグ

ワの保護、現地で得られた固有樹木の補植等の森林保全のための対策を講じる。長期的

にはクマネズミとノネコの排除を行い、外来種による影響が取り除かれた島を取り戻す

ことを目指す。 
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４.保全・再生の方向性 
◆アカギの駆除（根絶） 

ムニンヒメツバキ林の健全な回復を促すため、弟島におけるアカギの駆除を、根絶を目

指して実施する。既に所在がわかっている全てのアカギを処置済みであることから、見落

としたものを探すほか、生長した稚樹の引き抜き作業を数年後に実施する。 

 

◆その他の外来植物の駆除 

ムニンヒメツバキ林の健全な回復を促すため、アカギに加えてモクマオウ類の駆除に着

手するとともに、ギンネム、ガジュマル等の駆除についても、当面実態の把握と手法の検

討に努める。侵入の初期段階で広範囲に分布が拡大していないうちに、根絶を目指して、

早期に駆除を開始することも検討する。また、駆除による生態系への反作用にも配慮する。

 

◆ウシガエルの駆除（根絶） 

トンボ等水辺の昆虫相の再生のため、ウシガエルの駆除を、根絶を目指して実施する（着

手済み）。現在は、ノブタの食圧によって個体数が抑圧されている可能性があるため、ノ

ブタ対策より先行してウシガエルの駆除を行う。全ての生息地（池）にトラップを設置し、

常時・継続的な捕獲を実施するとともに、これらの池において繁殖を阻止する。 

 

◆ノブタの駆除 

ムニンヒメツバキ林と陸産貝類相の回復を促すため、根絶を目指してノブタの駆除を実

施する。ウシガエルの駆除状況を見つつ、ノヤギ対策とも連携しつつ行う。追い込み捕獲、

ワナ捕獲を中心に行い、捕獲効率が下がれば、銃器の使用なども検討する。 

 

図 2-2 弟島における主要な外来種・固有種の相関図 
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◆ノヤギの駆除 

ノヤギの駆除を根絶を目指して実施する。現在、兄島で実施されているノヤギの駆除の

状況を踏まえつつ、弟島でも駆除に着手する。ノブタの駆除と調整しつつ、追い込み捕獲、

ワナ捕獲、銃器を用いることなどにより駆除を実施する。また、進捗状況に応じて、オガ

サワラグワの生育地など保全・再生すべきエリアを設定し、そのエリアから排除していく

ことも検討する。 

 

◆ノネコ、クマネズミの駆除 

アカガシラカラスバトの生息環境の回復のために、ノネコ、クマネズミの駆除について

検討する。駆除にあたっては、西島やその他小規模島での実績や海外事例などを踏まえ、

弟島に適した技術・手法を検証して有効性及び安全性を確保し、地域の合意を形成した上

で実施する。 

 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

既に実施されている固有トンボ類の繁殖地の創出やオガサワラグワの増殖に関する研

究を元に、外来種の駆除状況を見ながら、必要に応じた固有種の生息・生育地の確保と管

理等を順応的に進める。また希少な固有種の盗掘、盗採の防止のための取組を強化する。

 

◆グリーンアノールや貝食性プラナリアの新たな侵入防止 

これらに対する対策として最も重要なのは、新たに生息地の拡大を許さないことであ

り、昆虫相の豊富な弟島においても侵入阻止は重要である。このため、上陸者への防止策

の義務付け等の方策を検討する。 
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兄 島 父島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○兄島には乾燥した岩屑土が広く分布して乾燥傾向が強く、他島と比較して立地環境の多様

性は乏しいが、かつて定住者による広面積の開拓がなかったことから、外来植物や栽培起

源の植物の侵入も少なく、生態系に対する攪乱の程度は他島に比べて低い。 
○維管束植物の総確認種数は 230種で、そのうち固有種は、約 41.3%にあたる 95種に達し、
主要５島中最も高い固有種率を維持しており、主に乾燥立地に耐性のある種により特徴づ

けられる。 
○台地上は乾性低木林（コバノアカテツ－シマイスノキ群集）が、凹地や谷底はムニンヒメ

ツバキ自然林（ムニンヒメツバキ－コブガシ群集オガサワラモクレイシ亜群集シマイスノ

キ変群集）が占め、それぞれがモザイク状に入り組んだ状態で島内に広く分布し、その間

を荒原植生、風衝草地、タコノキ群落などの極度な乾燥立地に成立する植生が埋めている。

○兄島の乾性低木林は、小笠原で最大規模である。また、特徴的な多くの陸産貝類や兄島固

有のオガサワラハンミョウが生息しているとともに、コヘラナレンやウラジロコムラサキ

などの希少な固有植物も生育している。 
○ノヤギが生息し、固有種の多くが食害を受けており、絶滅が危惧されるものもある。この

ため、東京都によるノヤギ駆除が開始された。 
○島の北部及び南西端の海食崖上や乾性低木林内には、同様に乾燥立地に耐性のある外来種

であるモクマオウの侵入が見られ、在来植生を被圧している可能性がある。 
○グリーンアノールやニューギニアヤリガタウズムシの侵入は許しておらず、昆虫相や陸産

貝類相では小笠原本来の種構成を良好に保持しており、植物相も含め、島全体が父島列島

における固有生物種群の遺伝子バンクと位置づけられる。ただし、外来陸産貝類、貝食性

プラナリアの侵入が確認されており、今後が懸念される。 
○最近陸産貝類の減少がみられる。この主要因はクマネズミによる食害と考えられる。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●乾性低木林を中心とした小笠原固有の生態系の保全と回復 

人為改変や外来種の侵入による攪乱があまり見られない、乾性低木林を中心とする生態

系が比較的良好なかたちで残されてきた島であることから、新たな外来種の侵入を防止す

るとともに、現存する攪乱要因を排除して生態系の保全と回復を図る。 
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３.目標実現に向けた問題点・課題 
○乾性低木林の保全と回復のために 
兄島には、世界的にも貴重とされる乾性低木林が小笠原で最大の規模で保存されてお

り、独自の生態系を形成している。この環境に生育するコヘラナレンやウラジロコムラサ

キなどの固有植物種の保全とあわせて、小笠原の固有の生態系と生物相の保全が重要であ

る。このため、ノヤギによる固有植物種や森林植生域への影響（食害、踏圧）を排除する

ことが重要な課題となるが、それを受け、平成 16 年度より、東京都がノヤギ駆除を開始
したところである。 

一方で、モクマオウ類の急速な拡大をはじめとする外来植物種の侵入により、今後、偏

向遷移が促進され、固有植物種の生育域の圧迫が懸念される。このため、モクマオウ類な

ど外来植物駆除対策の実施のための技術手法と自然再生の戦略の検討を進める必要があ

る。 

 
○小笠原固有の生態系の保全と回復のために 
島内には、陸産貝類やオガサワラハンミョウをはじめとする固有種が生息・生育するが、

クマネズミは、陸産貝類の捕食や固有植物の種子等の食害、鳥類・固有昆虫類などとの餌

資源の競合により固有種に影響を及ぼしている。また、ノネコについても生息が確認され、

鳥類の捕食の影響が懸念されている。このため、クマネズミとノネコの排除を同時に行う

必要がある。 
 
 
小笠原において、兄島は、最も良く、その自然環境を残した地域である。一方で、最近

はじまったと考えられる外来動植物によると思われる様々な影響も見られている。このた

め、小笠原の中でも優先的、かつ早期の対策が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3 兄島における主要な外来種・固有種の相関図 
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４.保全・再生の方向性 
◆ノヤギの駆除（根絶） 

ノヤギの駆除を根絶を目指して実施する（東京都により着手済み）。追い込み捕獲、ワ

ナ捕獲を実施するとともに、捕獲効率が下がれば柵によるエリア排除をはじめ、新たな排

除方法により段階的な駆除を進めていく。複雑な地形と密な植生で捕獲困難なエリアにお

いては、緊急避難的にノヤギから希少植物などを守るための防護柵の設置を行う。 

 

◆モクマオウ類などの外来植物の駆除 

モクマオウ類、ギンネム、ガジュマル等の駆除の実施を検討する。このため、当面実態

の把握と駆除手法の検討に努める。その中でも拡大傾向が見られるモクマオウ類について

は、オガサワラハンミョウなどの生息地保全に配慮しつつ、侵入の初期段階での地域的な

完全排除を目指して早期に先行的な駆除を開始する。また、駆除に伴う生態系への反作用

や土砂流出等にも配慮する。 
 
◆クマネズミ等の駆除 

陸産貝類の生息環境の回復のために、クマネズミの駆除について検討する。駆除にはお

そらく相当の困難が伴うと想定され、他の島（兄島より規模の小さな島）での実績を上げ

ながら長期的に取り組む必要がある。西島での研究実績や海外での実績などをふまえ、兄

島に適した技術・手法を検証して有効性及び安全性を確保し、地域の合意を形成した上で

実施する。また、おそらくネズミを餌としているノネコの捕食圧が、ネズミの減少により

固有鳥類に向かう可能性があることから、ノネコ対策と連携した対応が求められる。 

 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

オガサワラハンミョウやアサヒエビネをはじめとした固有種の保護増殖、生息・生育地

の確保等を必要に応じて進める。このため、外来種駆除の状況を踏まえながら、順応的な

管理を進める。また、希少な固有種の盗掘、盗採の防止のための取組を強化する。 

 

◆グリーンアノールや貝食性プラナリアの新たな侵入防止 

これらに対する対策として最も重要なのは、新たに生息地の拡大を許さないことであ

り、兄島においても侵入阻止は重要である。このため、上陸者への防止策の義務付け等の

方策を検討するとともに、侵入元となる父島側の対策を強化する。また、既に侵入してい

る貝食性プラナリアの島内での生息地拡大をもたらさないよう対応を強化する。 
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父島〔東部〕 父島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○父島は小笠原最大の面積をもち、標高 300ｍ級の主稜部もあり、多様な立地環境を有して
いるため、小笠原諸島の全固有種数の 8割以上（129種）が生育し、広域分布種も多いが、
一方では開拓や人為的改変、外来種の侵入に伴う影響も強く受けてきた島である。 
○東部エリアは、父島においては本来の植生が最もよく残されているエリアであり、乾性低

木林（コバノアカテツ－シマイスノキ群集）が東平から中央山一帯はまとまった面積で、

旭平から北西部の長崎付近にかけては帯状に分布し、林内には希少性が高い固有植物種も

多く分布している。 
○特に東平一帯では、アカガシラカラスバトが繁殖し、林野庁によりサンクチュアリも設定

されているが、ノヤギ、ノネコ、クマネズミなどの外来生物の侵入による固有種への影響

も指摘されている。 
○父島では過去 60 年程の間に林冠を構成している種が入れ替わり、島の主体をなす植生が
大きく変化してきた経緯があり、さらに今後も変化する可能性があるが、東部エリアの自

然環境のコアとなる乾性低木林の分布には、現在まで大きな変化はみられない。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●乾性低木林を中心とした小笠原固有の生態系の保全と回復 

父島の生物多様性の保全上最も重要な旭山～東平の乾性低木林について、外来種の集中

的排除を範囲を定めて継続的に実施し、固有種の一部については保護増殖を行うととも

に、周辺の森林についても自然林への正常な遷移を回復すること等により、乾性低木林を

中心とした本来の生態系の回復を目指す。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○乾性低木林の保全と回復のために 
東平一帯をはじめとする父島東部は、父島の生物多様性の保全上最も重要な地域であ

る。このため、ここに残された乾性低木林の保全と回復、固有希少動植物種の保護が重要

な課題である。しかしながら、乾性低木林では正常な更新が進んでいないとも言われてお

り、また、ノヤギによる影響（食害、踏圧）を受けていることから、これを排除すること

等が重要な課題となる。東平や中央山一帯において、ウチダシクロキやオガサワラリュウ

ビンタイ、コヘラナレンなどの固有植物種へのノヤギの食害が指摘されている。また、ノ

ヤギの個体数が増加傾向にあるとの報告もあり、今後の食性拡大により、新たな種に対す

る食害のおそれも出てきている。 
また、一方で、島内の東部や南部では、キバンジロウの侵入が顕著である。乾性低木林

内への目立った侵入・定着は現在のところは見られないものの、周辺に大量の種子供給源

が存在し、台風等の攪乱によって主に谷部への侵入・定着のおそれがある。これらの乾性

低木林の変化については、今後、注意を払っていく必要がある。 
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○在来の生物相の保全と回復のために 
この地域内にはアカガシラカラスバトが繁殖し、サンクチュアリが設定されているが、

その繁殖・生息環境の回復のために、ノネコ（食害、繁殖阻害）やクマネズミ（餌資源の

競合、卵の捕食）の影響の排除が課題となる。このため、ハトの繁殖地を中心に、クマネ

ズミとノネコの排除や管理を検討していく必要がある。 
一方で、それ以外の固有種についても、グリーンアノールによる昆虫類などの深刻な食

害や、ニューギニアヤリガタリクウズムシによる陸産貝類への食害の影響が見られる。グ

リーンアノールについては、本来は根絶が望ましいが、当面重要なエリアから重点的に排

除を行うことで、固有昆虫類の保全と増殖を図る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４.保全・再生の方向性 
◆ノヤギ対策 

ノヤギについては、父島においても長期的には根絶を目指す。しかしながら、父島は比

較的広大であり、また、兄島や弟島が優先されると考えられることから、当面父島におい

ては、ウチダシクロキなどの希少な固有植物種などを保護するため、東部地域を中心とし

て、それらの生育地など保全・再生すべきエリアを設定し、防護柵などにより保全・再生

すべきエリアからの排除を行う。エリアの設定にあたっては、ノヤギの食害を受けている

固有植物種の個体群単位での存続のために効果的な位置と規模を選定する。また、エリア

は順次拡大するものとし、将来の拡大を見据えつつ、計画的な設置を検討する。 
 

◆グリーンアノールの駆除と昆虫相の再生 

父島と母島に蔓延するグリーンアノールは、両島の昆虫相を破壊した。このため、長期

的には根絶を目指すが、父島は比較的広大であり、また、グリーンアノールの数も膨大で
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図 2-4 父島〔東部〕における主要な外来種・固有種の相関図 

種子散布 



 

29 

あることから、当面、強い影響を受けている希少な固有昆虫などを保護するため、それら

の生息地に保全・再生すべきエリアを設定し、防護柵を設け、その中からトラップなどを

用いて排除を行う。エリアは順次拡大するものとし、将来の拡大を見据えつつ、計画的な

設置を検討する。 
 
◆アカガシラカラスバトの保護増殖とノネコ、クマネズミ対策 

アカガシラカラスバトについては、個体数は 40 羽程度、少なくとも小笠原群島全域を
往き来していることが近年わかってきた。個体数の増加を図るため、繁殖成功率の向上な

どを目指し対策を取るとともに、上野動物園で現在人工繁殖が行われていることを踏ま

え、将来の再導入に向けての取組も重要である。 
このため、クマネズミやノネコの対策が重要である。アカガシラカラスバトと餌が競合

するクマネズミについては、父島の面積は広大であり、かつ有人島であることなどから、

撲滅は当面困難であり、アカガシラカラスバトの繁殖エリアから排除することを検討する

とともに、アカガシラカラスバトの餌を確保する手法などの検討を行う。ノネコについて

は、アカガシラカラスバトを捕食している可能性がある一方で、クマネズミの増加を抑え

ていることが予想されることから、ハトの繁殖期に捕食行動などの挙動を示すものを限定

的に捕獲するなどの対策や、ノネコの増加を防ぐための対策、そして柵による排除エリア

の設置の検討を進める。 
 
◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

既に実施されている、アカガシラカラスバトのサンクチュアリや、希少植物の保護増殖

（人工繁殖と再導入）での取組などを元に、さらなる検討を進め、必要に応じた固有種の

保護増殖と再導入、生息・生育地の確保等を進める。また、モクマオウやアカギ、キバン

ジロウ等の外来植物については、乾性低木林への侵入状況や危険性を見ながら必要に応

じ、集中的な密度低下など、順応的な管理を進める。また希少な固有種の盗掘、盗採の防

止のための取組を強化する。 
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父島〔南部〕 父島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○父島南部エリアは西側にコバノアカテツ－ムニンアオガンピ群集が、東側にムニンヒメツ

バキ－コブガシ群集キバンジロウ亜群集が多く分布していることから、土壌の発達が悪い

急斜面地や潮風を直接受ける風衝地などの自然攪乱を受けやすい不安定な立地環境が、西

側に偏って分布しているものと考えられる。 
○父島の植生は本来ムニンヒメツバキ自然林が主体をなしていたと考えられるが、戦前に大

規模な開墾により耕作地となり、戦後は人工林起源のリュウキュウマツが侵入した。マツ

ノザイセンチュウにより林冠のリュウキュウマツが枯死した後、亜高木層にムニンヒメツ

バキが侵入していた場所にムニンヒメツバキ二次林が成立したものと考えられる。現在の

ムニンヒメツバキ二次林は、外来種のキバンジロウが中・低木層に侵入した混淆林（ムニ

ンヒメツバキ－コブガシ群集キバンジロウ亜群集）を形成しており、台風等の自然攪乱で

林冠のムニンヒメツバキを失った場合には偏向遷移が生じる可能性がある。 
○南部エリアには八ツ瀬川（上流部）をはじめ、多くの水系があり、多様な陸水環境を有し

ている。いずれも護岸など人為的環境改変がなされておらず、在来種で構成された小笠原

本来の水生動物相が維持されている。とりわけ、オガサワラヨシノボリ、オガサワラヌマ

エビ、オガサワラカワニナなど固有水生動物の良好な生息域となっている。 
○南部エリアではかつて固有昆虫類が数多く生息していたが、グリーンアノールとオオヒキ

ガエルの侵入・拡大に伴う捕食圧により急激に減少した。しかし、グリーンアノールの拡

散が北部から進行したこともあり、他のエリアに比べれば、固有昆虫類の残存可能性は高

いものと想定される。 
○南袋沢の最上流部に位置する衝立山から千尋岩にかけての一帯には小面積ながら乾性低

木林（コバノアカテツ－シマイスノキ群集）がみられ、アサヒエビネ、オガサワラシコウ

ラン、オガサワラグワなどの固有植物種の分布が確認されているが、これらに対するノヤ

ギによる食害等も懸念されている。 
○父島にはかつて 4 種の固有陸産貝類が北部から南部まで広く生息していたが、1990 年頃
に定着した外来種ニューギニアヤリガタリクウズムシの捕食圧により、現在では生息地の

大半で絶滅した。しかし、父島固有の種であるチチジマカタマイマイは南部エリアにおい

てかろうじて現在でも生息している。 
○ノヤギが父島内で最も高密度に生息していると考えられ、固有植物への食害も多く報告さ

れている（一方、外来植物を抑制している可能性もある）。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●固有種とその生息・生育環境の回復 

戦前の開拓の影響を被りながらも、固有種の生息・生育地として重要な地域となってい

る。現在は外来種による固有種への影響が顕著に見られることから、これら固有種の生
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息・生育地として特に重要な地域において、外来種の集中的排除を範囲を定めて継続的に

実施することや、当該地の二次林について自然林への遷移を手助けすること等により、固

有種とその生息・生育地としての環境の回復を目指す。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○固有種とその生息・生育環境の回復のために 
南部の森林では、ウチダシクロキやオガサワラリュウビンタイなどの固有植物種が見ら

れるが、ノヤギも多く生息し食害が見られる。ノヤギの個体数が増加傾向にあるとの報告

もあり、今後の食性拡大により、新たな種へのおそれも出てきており、ノヤギによる食害

の影響を排除することが課題となる。 
一方で、固有昆虫類や陸産貝類も元来多かった地域であるが、現在は外来種の影響等に

より激減している。固有昆虫相の回復のために、グリーンアノール、オオヒキガエルによ

る食害の影響を排除することが必要である。また、陸産貝類については、ニューギニアヤ

リガタリクウズムシによる影響を排除する必要があるが、発見・捕獲等が難しく、現状で

は侵入後の排除は極めて困難な状況である。加えて、在来森林の保全のために、キバンジ

ロウやギンネム、アカギ、モクマオウ類によるムニンヒメツバキ林植生域への影響を排除

していくことが求められる。 
 
４.保全・再生の方向性 
◆ノヤギ対策 

父島でも南部地域は最もノヤギの多いところであり、この地域でのノヤギの動向には注

視が必要である。ノヤギについては、父島においても長期的には根絶を目指す。しかしな

がら、父島は比較的広大であることから兄島や弟島に比べ根絶には困難を伴い、また、兄

島や弟島が優先されると考えられることから、当面父島においては、アサヒエビネなどの

希少な固有植物種などを保護するため、それらの生育地などを防護柵などにより防護し、

このエリアから排除を行う。エリアは順次拡大するものとし、将来の拡大を見据えつつ、

計画的な設置を検討する。 
なお、場合によっては農林業被害対策とも調整しつつ、ノヤギの密度を一時的に下げる

ことにより、植物への食害影響を軽減することも検討する。 
 

◆グリーンアノールの駆除と昆虫相の再生 

父島と母島に蔓延するグリーンアノールは、両島の昆虫相を破壊した。このため、長期

的には根絶を目指すが、父島は比較的広大であり、また、アノールの数も膨大であること

から、当面、強い影響を受けている希少な固有昆虫などを保護するため、それらの生息地

に保全・再生すべきエリアを設定し、防護柵を設け、その中からトラップなどを用いて排

除を行う。エリアは順次拡大するものとし、将来の拡大を見据えつつ、計画的な設置を検

討する。 

 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

既に実施されている、アサヒエビネなどの希少な固有植物種の保護増殖（人工繁殖と再
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導入）での取組などを元に、さらなる検討を進め、必要に応じた固有種の保護増殖と生息・

生育地の確保等を進める。外来種については、必要に応じてギンネム、モクマオウ類やキ

バンジロウの密度低下などの順応的な管理と、ニューギニアヤリガタリクウズムシの排除

等の技術的手法の研究を進める。また希少な固有種の盗掘、盗採の防止のための取組を強

化する。 
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父島〔北西部〕 父島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○人口約 2000人が生活する小笠原最大の居住地域で、経済・生産・生活の中心地であり、
農地も多く存在するとともに、最大の利用拠点でもある。 
○二見港は小笠原の玄関口として本土からの定期船や漁船・遊漁船が常時発着しているた

め、小笠原への外来種の侵入口であるとともに、母島や属島への外来種拡散の起点ともな

っている。 
○人為的改変や外来種の侵入による影響を受けた植生がエリア全体にモザイク状に入り組

んだ状態で分布しているが、その中で特にギンネム林とモクマオウ林は広域かつ面的広が

りをもって分布している。モクマオウ林が過去 20年間で拡大している場所は、大半がか
つてのリュウキュウマツの二次林域である。 
○最近では街路樹として導入されたタイワンモクゲンジが、集落内に拡散したことが記憶に

新しい。 
○父島北西部エリアには、小笠原で唯一の固有哺乳類で、国指定天然記念物であるオガサワ

ラオオコウモリが約 100 個体生息しており、小笠原で最大の個体群の生息地となってい
る。しかし、果実の食害による農業被害の問題が発生している一方で、農業用ネットに巻

き込まれるなどの人為的影響による死亡事故が見られる。 
○ノヤギが多く、農林業被害が発生しているため、農地での駆除を実施している。三日月山

等にはノヤギは生息していなかったが、最近ノヤギ生息範囲は拡大しており、それらの未

生息地に新たな侵入が見られている。 
○小笠原諸島最大の水系である八ツ瀬川の下流部があり、オガサワラヨシノボリ、オガサワ

ラカワニナなのど固有水生生物の最も重要な生息域となっている。河口近くには、小笠原

諸島では稀な汽水域が発達しており、オガサワラテナガエビが高い密度で生息し、周辺に

は塩沼池植生のオオハマボウ群落およびハスノハギリ－モモタマナ群集の林分が見られ

る。八ツ瀬川下流をはじめとする本エリアの陸水環境は、河川改修や、農業利用などによ

って撹乱された水域も多く、在来水生生物の減少傾向と外来種の侵入が著しいエリアとな

っている。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●新たな外来種の侵入と属島への拡散の防止 

二見港は父島における外来種の出入口となることから、既に父島に定着している外来種

が属島へ拡散しないよう防止するとともに、本土などからの新たな外来種の侵入を防止す

ることで、これ以上の外来種影響の拡大を抑える。 

●島の暮らしと生態系の共生 

父島で唯一の人が暮らす地域であり、経済活動等によりすでに導入された外来種の拡散

等、人による影響を抑制する必要があるとともに、父島における自然の保全、再生、活用、
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特にエコツーリズムの拠点としてふさわしい整備を図ることや、農業振興と自然環境保全

や野生生物保護の両立を図ることなどにより、父島の自然と人の共生を実現する。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○新たな外来種の侵入と属島への拡散防止のために 
現状のまま対策を講じなければ、グリーンアノールやニューギニアヤリガタリクウズム

シなどが荷物や船に入り込んで非意図的に属島に侵入してしまう可能性が高い。これらを

完全に駆除することは困難であり、このため、まず、これらが属島へ拡散しないようにす

ることが最も重要な課題となる。その中でも、グリーンアノールについては、二見港を中

心とする集落周辺エリアでの生息密度を低下させることや普及啓発活動、事業実施の際の

点検の強化等によって、非意図的な導入の可能性をさらに低下させるための取組が求めら

れる。 
一方で、本土や硫黄島などから新たな外来種が侵入しないための仕組みづくりを進める

ことも必要である。 
また、集落周辺に集中分布しているモクマオウ林、ギンネム林などについて、長期的な

観点から樹種転換を行うことで本来の小笠原らしい景観づくりに資するものとする。 
 
○島の暮らしと生態系の共生のために 
島民及び来島者のボランティア参加を呼びかけることや、普及啓発、環境教育の実施、

これにつながるアピール性の高い駆除事業の実施等により、理解と参加を図るとともに、

生活自体が自然と共生したものとなることが必要である。 
島での各種事業・産業等により生態系への影響が懸念されることもあることから、これ

らに生態系保全の考え方を導入し、その内容に環境配慮を組み込んだものとしていくこと

も重要である。また、農業と保全対策の両立を追求することも必要である。 
 
４.保全・再生の方向性 
◆グリーンアノール、ニューギニアヤリガタリクウズムシなどの拡散防止 

グリーンアノールの属島への拡散防止のために、二見港周辺一帯において、住民協力の

もと、大幅な生息密度の低下を目指す。 

一方で、グリーンアノール及びニューギニアヤリガタリクウズムシの属島への拡散防止

のために、母島を含む他の島へ行く際には、これらの生物が荷物や船に紛れ込んでいない

かの確認を求めるとともに、土壌の搬入をやめ、靴底の土も落として海水で洗うことを普

及させる。また、貨物や船への混入対策については、システムづくりを含めて検討する。

 

◆モクマオウ類、ギンネム、アカギの駆除 

この地域のモクマオウ林が、兄島や弟島への種子散布の供給源になっていることも考慮

し、モクマオウ類、ギンネム、アカギを段階的な排除により、長期的視点で樹種転換を行

うことを検討する。当面は、島民及び来島者のボランティア参加を呼びかけつつ、アピー

ル性の高い駆除事業を実施する。 
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◆外来種対策や自然再生に関する普及啓発 
自然再生事業、駆除事業を、自然環境教育やエコツーリズムに活用するとともに、その

意義については島民及び来島者に正しく理解してもらう必要がある。 
 

◆農業との共生 

主に父島に生息しているオガサワラオオコウモリは、農業・観光・外来種対策により影

響を受ける恐れが大きい。特にコウモリやノヤギによる農業被害が出ていることから設置

された農地保護ネットに絡まり、場合によっては死亡する事例が報告されている。このた

め、農業振興と両立した適切な保全対策の検討を進めるとともに、適切な被害対策の検討

と普及が必要である。 

ノヤギについては、父島においても長期的には根絶を目指すが、父島は比較的広大であ

り、また、兄島や弟島が優先されると考えられることから、当面、希少な固有植物などの

保護対策を講じるとともに、関係機関の動向も踏まえ、必要に応じて農林業被害対策と連

携した対策の実施についても検討する。 

 

◆地域振興やまちづくり、生活における生態系への配慮 

例えば、街路樹や庭園木等について小笠原在来種を用いることや、公共事業に際しては

本土など他の島から土砂の移入をしないなどにより、新たな外来種の侵入を防止し、生態

系に配慮しながら、小笠原らしいまちづくりを演出することも重要である。 
さらに、ペットの飼養に際しては、野外への拡散を防ぎ、適正飼養に心がけることも必

要である。 
一方、自然環境の保全と再生の取組を、エコツーリズムのための資源としてプログラム

に生かすなどにより、地域振興にも資するものとすることが大切である。 
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南島 ・ 西島 ・ 東島 父島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○南島、西島、東島は、父島に近接し、比較的面積の小さい島である。南島は、全島が石灰

岩からなる隆起サンゴ礁である。 
○これらの島では、ノヤギの食害や開墾などの影響を受けており、植生は壊滅的な状態とな

っている。 
○南島は、ノヤギの排除後には、尾根筋や海食崖などを中心に樹林化が進んでおり、クサト

ベラやモンパノキなどから成る低木林が形成されつつあるが、その他は、コウライシバな

どの草地が多く分布する。また、オナガミズナギドリ、アナドリといった海鳥類も営巣し

ている。 
○西島は、モクマオウ林の分布拡大が顕著で、シマサルスベリも増加しており、その他、ス

ズメノコビエなどの二次草地が広く分布している。一方で、エンザガイをはじめとした固

有の陸産貝類が多く生存している。また、東島は、コトブキギクやスズメノコビエなどか

らなる二次草地が見られ、その他にギンネムやタコノキなどの樹林が形成されている。 
○南島と東島ではノヤギの根絶が達成され、西島も残り一頭となっている。このため、オガ

サワラアザミやツルワダン、オオハマギキョウなどの増加も報告されている。 
○主な侵略的外来種として、クマネズミやモクマオウ類、ギンネム、シマサルスベリなどの

外来植物が確認されている。 
○東島では、過去の植生と比較してギンネム林の拡大傾向が見られ、また、尾根筋や海食崖

を中心にモクマオウ類が侵入しつつある。また、最近クマネズミによる海鳥類の捕食やオ

オハマギキョウの食害が報告されている。 
○南島は、ラピエや沈水ドリーネが比較的容易に見られることなどから重要な観光スポット

となっているが、近年の観光客の増加に伴い、踏圧による植生の後退やシンクリノイガな

どの外来植物の分布拡大などの影響が見られ、それらへの対応が行われている。 
 
２.自然環境の保全・再生の目標 

西島・東島 

●森林植生など元来の植生の回復、在来の生物相の回復 
モクマオウ類、ギンネム、クマネズミなどの外来種の影響を排除することなどにより、

草地化された植生を地域本来の森林植生を中心とした植生へと回復するとともに、陸産貝

類や海鳥など、在来の生物相やその生息・生育環境を回復する。 

南島 

●海鳥類の保全と植生の回復 

利用者の影響のコントロールや、対策工の実施などにより、利用者の影響や土壌流出を

抑え植生を回復する。また、繁殖する海鳥類を保全する。 
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３.目標実現に向けた問題点・課題 
○森林植生など元来の植生の回復、在来の生物相の回復のために 
主にノヤギによる食害の影響が重要な課題であったが、根絶がほぼ完了した。既存の在

来樹林はゆっくりではあるが回復しており、長期的には在来樹林の回復により、父島列島

の在来生物種の回復も期待される。 

しかし、現在分布が確認されているモクマオウ類、ギンネム（東島）の在来森林植生域

への影響（侵入、更新の阻害、偏向遷移の促進）について懸念され、その中でも、モクマ

オウ類については、偏向遷移が進み、特に西島では生育域の圧迫、及びその圧迫拡大が見

られる。このため、在来樹林の保全と回復に向けて、外来植物の駆除対策の実施のための

技術的検討を図っていくことが必要である。 
一方で、クマネズミによる固有植物種の種子や実生の食害の影響も見られることもあ

り、現在、西島において森林総合研究所が駆除の研究を実施しているところである。特に

最近東島において、クマネズミが海鳥類を捕食するという他に事例のない行動が報告され

ており、またオオハマギキョウも食害されていることから、早期の根絶が急務である。 
 
４.保全・再生の方向性 
◆外来植物の駆除 
分布が確認されている外来植物（モクマオウ類、ギンネムなど）について、必要に応じ

て順応的な管理を推進し、影響の拡大を適切に防除していく。モクマオウ類の駆除にあた

っては、駆除後の土砂崩壊の防止に配慮する。 

 

◆クマネズミの駆除 
西島では、先駆的な事例として、クマネズミの根絶を実施する。駆除にあたっては、現

在、海外での実績などをふまえつつ、技術・手法を検証し、有効性及び安全性を確保しな

がら実施する。また、東島についても西島の結果を踏まえ、早急な根絶が急務である。 
 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

南島の海鳥類については、モニタリングを行い、個体数が減少するようであれば対策を

講じる。また、特に南島には多くの観光客が訪れるので、生態系の管理の面から、利用の

コントロールについてさらに進める必要がある。 
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母島〔中北部〕 母島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○母島の主体をなす植生は、モクタチバナ自然林（モクタチバナ－テリハコブガシ群集典型

亜群集ムニンヤツデ変群集、モクタチバナ－テリハコブガシ群集典型亜群集典型変群集、

モクタチバナ－テリハコブガシ群集ムニンヒメツバキ亜群集）であり、母島全体の植生の

約 38％を占めており、中西部エリアも大半がモクタチバナ自然林で覆われている。 
○母島中北部エリアで最も特徴的な植生は、石門山付近にまとまって分布している湿性高木

林（ウドノキ－シマホルトノキ群集）であり、小笠原の森林植生のうち最も発達した群落

を形成し、セキモンウライソウ、ムニンミドリシダ等の希少な固有植物種の生育適地でも

ある。 
○モクタチバナ自然林及び湿性高木林の存在は、雲霧帯を有する母島の湿潤～適潤な立地環

境の特性を示すものである。 
○1980 年代には桑ノ木山付近にもまとまった湿性高木林が存在したが、現在では外来種の
アカギの侵入により、アカギ林に置き換わっている。 
○アカギはモクタチバナ自然林をはじめとする他の植生域にも急激に侵入・拡大しつつあ

り、空中写真判読結果によれば、既にアカギが林冠に出現している林分は、現時点で母島

全体の約 15％に達している。 
○これらのモクタチバナ林の存在により、母島には固有鳥類、固有昆虫類、陸産貝類といっ

た森林性の生物群の生息や繁殖に適した環境が現在まで維持されてきた。 
○しかし、近年はオオヒキガエル、グリーンアノール、ノネコ、クマネズミ、貝食性プラナ

リアなどの外来種の侵入による固有動物種への影響が指摘されている。 
○かつて諸島内に多数生息していたオガサワラシジミは、近年衰退が著しいが、母島には現

在でも生息している。 
○大谷川などの河川が多く存在し、オガサワラコツブムシやオガサワラヌマエビなど、固有

水生動物の重要な生息域となっている。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●母島固有の森林、固有種とその生息・生育環境の保全と回復 

アカギ林拡大を抑制し、母島の湿潤～適潤立地を本来占める湿性高木林やモクタチバナ

自然林等の在来種植生の保全と回復を目指す。また、外来種の集中的排除を範囲を定めて

継続的に実施することで、絶滅が危惧されているアカガシラカラスバトなど、そこに本来

生息・生育する固有種とその生息・生育地としての環境の回復を目指す。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○母島固有の森林の保全と回復のために 
母島の森林の主たる部分を占めるモクタチバナの自然林、また、最も特徴的な植生であ
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る湿性高木林（ウドノキ－シマホルトノキ群集）と、そこに生育するセキモンウライソウ、

ムニンミドリシダなどの固有植物の保全と回復のために、これらを駆逐しながら適潤立地

で分布を拡大し純林を形成しているアカギについて、競合・駆逐による植生及び固有植物

種への影響を排除することが重要な課題となる。 

 

○固有種とその生息・生育環境の保全と回復のために 
中北部エリアでは、減少著しいオガサワラシジミやハナダカトンボも生息しており、こ

れらの保護のため、グリーンアノールによる食害の影響を排除し、生息環境を保全するこ

と、また、これら固有種の保護増殖が重要な課題となる。 
一方で、このエリアにはアカガシラカラスバトが小笠原群島内で最も多く生息すると考

えられるが、その生息環境の回復のために、ノネコ（食害、繁殖阻害）やクマネズミ（餌

資源の競合、卵の捕食）の影響の排除が課題となる。それ以外の多足類や甲殻類について

も、オオヒキガエルによる食害の影響の可能性を払拭していくことが求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４.保全・再生の方向性 
◆アカギの駆除 

モクタチバナ自然林や湿性高木林と、そこに生育する固有植物種を保全するため、根絶

を目指しアカギの駆除を実施する。アカギ侵入箇所の外縁部や低密度箇所は駆除効果が高

いため、当面これらの箇所での駆除を優先して進めていく。 

なお、アカギの材については、貴重な森林資源としてできるだけ有効に活用できるよう

検討を進める。 

 

◆グリーンアノールの駆除 

オガサワラシジミなどの固有昆虫類の生息環境の回復のために、中心的な課題となって

図 2-5 母島〔中北部〕における主要な外来種・固有種の相関図 
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いるグリーンアノールの駆除を行う。当面、固有希少昆虫類の生息地と考えられる地域に

保全・再生すべきエリアを設定し、防護柵を整備し、トラップなどを用いてこのエリア内

での駆除を実施する。 
 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

既に実施されている、オガサワラシジミやアカガシラカラスバトの保護増殖の取組など

を元に、必要に応じた固有種の生息・生育地の確保等を進める。クマネズミ、オオヒキガ

エルなどの外来種のエリア排除を含めて、順応的な管理を進める。また、ノネコについて

は、島内での適正飼養の普及を図るとともに、クマネズミとの関係も踏まえつつ、個体数

抑制のための対策を講じる。さらに、希少な固有種の盗掘、盗採の防止のための取組を強

化する。 
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母島〔南部〕 母島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○母島内としては乾燥傾向が強く、コバノアカテツ－ムニンアオガンピ群集とオガサワラビ

ロウ－タコノキ群集が本来当該エリアの主体をなす植生である。 
○現在ではこれらの植生に外来種のモクマオウ林などが入り交じりモザイク状の植生分布

を構成している。 
○沖合の属島と一体的に海鳥類の繁殖地やオガサワラカワラヒワの生息地となっている。 
○ハハジマメグロなどの固有鳥類が生息しており、貝食性プラナリアの侵入がまだ比較的少

ないので、都道沿いにもカタマイマイ類が生息している。 
○沖村集落に近いエリアでは、農地も点在するほか、ギンネムなどの外来種植生も発達して

いる。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●固有の生態系の維持・回復 

乾燥化やモクマオウ等の外来種の侵入等により劣化が目立つ固有の生態系の保全と回

復、固有種や海鳥類等の保全とその生息・生育地の維持・回復を図る。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○固有の生態系の維持・回復のために 
南部地域は、母島内としては乾燥傾向があるため、アカギは侵入していない。モクマオ

ウ林、ギンネム林は分布しており、長期的に植生及び固有植物種を回復していく上では、

これらを駆除していくことが求められる。 
また、オガサワラセセリなどの固有昆虫類の保全のためには、主にグリーンアノールに

よる食害の影響を排除することが課題となる。 
また、島内で確認されているノネコは、特に南部エリアにおいて、オガサワラカワラヒ

ワ、ハハジマメグロ、オナガミズナギドリやカツオドリなどの海鳥類の捕食や繁殖阻害な

どの影響を及ぼしており、これらの鳥類の生息環境の維持・回復のために、ノネコによる

食害の影響を排除することが重要な課題となる。 
 
４.保全・再生の方向性 
◆グリーンアノールの駆除 

オガサワラセセリなどの固有昆虫類の生息環境の回復のために、中心的な課題となって

いるグリーンアノールの駆除を行う。当面、オガサワラセセリの生息地などにおいて保

全・再生すべきエリアを設定し、防護柵などによりこのエリア内でのグリーンアノールの

排除を目指す。 
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◆ノネコの駆除 

鳥類の生息環境の回復のために、ノネコの生体搬出を実施してきており、今後も必要に

応じてノネコの捕獲を検討する。当面は、ノネコの影響が懸念されるオガサワラカワラヒ

ワや海鳥類の保護の観点から保全・再生すべきエリアを設定し、防護柵を設ける等により

そのエリアから排除することを想定する。なお、クマネズミとノネコは被食補食関係にあ

ることから、クマネズミについても一体的に対応することも考慮する。 

 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

水辺環境の回復など、必要に応じた固有種の生息・生育地の確保等を進める。モクマオ

ウ類やギンネムなどの外来種駆除を含めて、順応的な管理を進める。また希少な固有種の

盗掘、盗採の防止のための取組を強化する。 
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母島〔沖港周辺〕 母島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○人口約 500人が生活する小笠原第 2の居住地域で、国立公園の利用拠点でもあり、母島の
経済・生産・生活の中心地である。山間部も含め、農地も多く存在する。 
○沖港は母島の玄関口として父島からの定期船や漁船・遊魚船が常時発着しているため、母

島への外来種の侵入口、また母島から属島への拡散の拠点ともなっている。 
○人為的改変や外来種の侵入による影響を受けた植生がエリア全体にモザイク状に入り組

んだ状態で分布しているが、その中で特にギンネム群落は広域かつ面的広がりをもって分

布している。ギンネム林が過去 20 年間で拡大している場所は、評議平周辺の耕作跡地等
である。 
○ノネコ等の外来種の供給元となっている。 
○ハハジマメグロなど固有鳥類を集落内の身近な場所でも観察できることは、当該エリアの

特性のひとつでもある。 

 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●新たな外来種の侵入と属島への拡散の防止 

沖港は母島における外来種の出入口となることから、既に母島に定着している外来種が

属島へ拡散しないよう防止するとともに、父島や本土などからの新たな外来種の侵入を防

止することで、これ以上の外来種影響の拡大を抑える。 

●島の暮らしと生態系の共生 

母島で唯一の人が暮らす地域であり、経済活動等によりすでに導入された外来種の拡散

等の人による影響を抑制する必要があるとともに、母島における自然の保全、再生、活用、

特にエコツーリズムの拠点として整備を図ることで、母島の自然と人の共生を実現する。

また、小笠原産の植物を生かした小笠原らしい景観の復元を図る。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○新たな外来種の侵入と属島への拡散防止のために 
現状のまま対策を講じなければ、グリーンアノールなどが荷物や船に入り込んで非意図

的に属島に侵入してしまう可能性がある。これらを完全に駆除することは困難であり、こ

のため、まず、これらが属島へ拡散しないようにすることが重要な課題となる。 
一方で、父島や本土などから新たな外来種が侵入しないための仕組みづくりを進めるこ

とも必要である。 
また、集落周辺に集中分布しているギンネム林などについて、長期的な観点から樹種転

換を行うことで本来の小笠原らしい景観づくりに資するものとする。 
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○島の暮らしと生態系の共生のために 
島民及び来島者のボランティア参加を呼びかけることや、普及啓発、環境教育の実施、

これにつながるアピール性の高い駆除事業の実施等により、理解と参加を図るとともに、

生活自体が自然と共生したものとなることが必要である。 
また、島での各種事業・産業等により生態系への影響が懸念されることもあることから、

これらに生態系保全の考え方を導入し、その内容に環境配慮を組み込んだものとしていく

ことも重要である。 
 
４.保全・再生の方向性 
◆グリーンアノールなどの拡散防止 

グリーンアノールの属島への拡散防止のために、沖港の集落地や周辺一帯において、住

民協力のもと、グリーンアノールの大幅な生息密度の低下を目指す。 

一方で、グリーンアノール及び貝食性プラナリアの属島への拡散防止のために、他の島

へ行く際には、これらの生物が荷物や船に紛れ込んでいないかの確認を求めるとともに、

土壌の搬入をやめ、靴底の土も落として海水で洗うことを普及させる。また、貨物や船へ

の混入対策についてさらに検討する。 

 

◆モクマオウ類、ギンネム、アカギの駆除 

ギンネム、アカギの段階的な排除により、長期的視点で樹種転換を行うことを検討する。

当面は、島民及び来島者のボランティア参加を呼びかけつつ、アピール性の高い駆除事業

を実施する。 
 

◆外来種対策や自然再生に関する普及啓発 
自然再生事業、駆除事業を、自然環境教育やエコツーリズムに活用するとともに、その

意義については島民及び来島者に正しく理解してもらう必要がある。 
 

◆地域振興やまちづくり、生活における生態系への配慮 

例えば、街路樹や庭園木等について小笠原在来種（ニューギニアヤリガタウズムシの侵

入防止のため、母島で生産されることが必要）を用いることや、公共事業に際しては他の

島から土砂の移入をしないなどにより、新たな外来種の侵入を防止し、生態系に配慮しな

がら、小笠原らしいまちづくりを演出することも重要である。 
さらに、ペットの飼養に際しては、野外への拡散を防ぎ、適正飼養に心がけることも必

要である。 
一方、自然環境の保全と再生の取組を、エコツーリズムのための資源としてプログラム

に生かすなどにより、地域振興にも資するものとすることが大切である。 
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向島 ・ 姉島 ・ 妹島 ・ 姪島 母島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○向島、姉島、妹島、姪島は、小規模な台地状の島であり、周囲を切り立った海食崖によっ

て囲まれている。地形的にも多少の起伏はあるものの比較的低平な地形となっている。そ

の中で、妹島は、やや急峻な地形を呈しており、谷地形も見られる。 
○かつての定住者によって広範な開拓が見られ、姪島では、耕作地跡における崩壊が目立っ

ている。姉島は、かつての人為的影響が現存植生に強く反映されており、リュウキュウマ

ツ植林やモクマオウ植林が広く分布している。 
○その中で、向島は、他の島々と異なり、かつて定住者による広範な開拓がなかったことか

ら、人為的影響は比較的軽微である。 
○いずれの島も、乾燥傾向が強く、台地上に乾性低木林（コバノアカテツ－ムニンアオガン

ピ群集）が広く分布している。このことで固有植物の生息環境も維持されている。 
○向島では、人為的影響が軽微だったこともあり、固有植物の生育地として極めて重要であ

り、向島でしか見られないムニンクロキをはじめ、多くの固有種が生育している。 
○その他の島々でも、中央部の頂部緩斜面でヘラナレン、その他にシマムロ、オオハマギキ

ョウなどの固有種が見られ、特に妹島は固有植物の生育地として重要であるといえる。ま

た、姉島ではやや明るい疎林内の適潤地においてヒメマサキが確認されている。 
○また、向島、妹島には、ハハジマメグロやオガサワラカワラヒワなどの固有鳥類が生息し、

姪島は、シマアカネ、オガサワライトトンボの母島列島唯一の産地である。 
○主な侵略的外来種として、クマネズミやモクマオウ類、ギンネムなどの外来植物が確認さ

れており、姪島ではアオノリュウゼツランの侵入が顕著である。妹島、姪島では、モクマ

オウ林はみられないものの、他の母島属島では海食崖などの裸地域においてモクマオウ類

の拡大が見られる。 
 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●母島属島の元来の植生の保全と回復、在来の生物相の保全 

外来種などの阻害要因を排除し、また、新たな侵入等を防ぐことなどにより、島に広く

分布する乾性低木林をはじめとする地域本来の植生を保全・回復する。また、それを通じ

て、在来の生物相やその生息・生育環境を保全する 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○母島属島の元来の植生の保全と回復、在来の生物相の保全のために 
乾性低木林（コバノアカテツ－ムニンアオガンピ群集）の保全と健全な回復を促してい

くにあたって、現在分布が確認されているモクマオウ類やギンネムによる在来森林植生域

への影響（侵入、更新の阻害、偏向遷移の促進）が懸念されている。その中でも、モクマ

オウ類は、特に自然裸地を中心に拡大傾向が見られ、今後は影響拡大の懸念を払拭してい
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くことが求められる。 
一方で、クマネズミによる固有植物種の種子や実生の食害の影響、オガサワラカワラヒ

ワやハハジマメグロとの餌資源の競合や卵の捕食のおそれについても注意を払っていく

必要がある。 
 
４.保全・再生の方向性 
◆外来植物の駆除 
健全な植生の保全と回復のため、既に分布が確認されている外来植物（モクマオウ類、

ギンネムなど）の駆除について、小笠原全体の駆除戦略をふまえつつ検討していく。 

一方で、まだモクマオウ類が確認されていない妹島、姪島への侵入を防ぐため、向島と

姉島でのモクマオウ類の駆除に向けては、種子散布の供給源になりうることに配慮が必要

である。 

 

◆固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

希少なムニンクロキやヘラナレンなどの保護増殖をはじめとして、必要に応じた固有種

の保護増殖事業を検討する。オガサワラカワラヒワについては、個体数が減少していると

され、注意が必要である。クマネズミなどの外来種駆除も含めて、順応的な管理を進める。
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平 島 母島列島 

 
１.自然環境の特性・現状 
○平島は、小規模な台地状の島であり、他の母島列島の属島の中で、比較的低平な地形とな

っている。 
○かつての定住者によって広範な開拓、造林が行われ、それが現存植生に強く反映されてお

り、テリハボク植林やモクマオウ植林が広く分布している。一方で、オガサワラススキ群

落内などには、オオハマギキョウが見られる。 
○島の北側はサンゴ礁が発達し、海中公園地区となっており、海浜や海中の利用がなされて

いる。また、この浜は小笠原最大クラスのアオウミガメの産卵地となっている。 
○主な侵略的外来種として、クマネズミ、モクマオウ類、ギンネム、ガジュマルが確認され

ている。 
 
２.自然環境の保全・再生の目標 

●利用面もふまえた、長期的視点での健全な植生・生物相の回復 

ほぼ全域が人工林となっていることをふまえ、徐々に植林地での植え替えを進めること

などにより、現在も見られる海浜を中心とした利用とのバランスをとりつつ、長期的な視

点で、地域本来の植生や生物相の回復を図る。 

 
３.目標実現に向けた問題点・課題 
○長期的視点での健全な植生・生物相の回復のために 
現在広範囲に植生が分布しているモクマオウ林などにより、偏向遷移を促進しており、

植生及び固有植物種の回復が難しい。また、初期段階ではあるが、ギンネムの侵入も見ら

れる。 
なお、テリハボク林については、広域分布種であり、林内に、固有陸産貝類や固有植物

の生息生育も見られ、偏向遷移を促進していると一概にはいえない面もあるため、当面は、

駆除対象としての緊急性は低いと考えられる。 
また、属島利用のある島であり、適正な利用を維持する必要がある。 

 
４.保全・再生の方向性 
◆順応的管理の実施 

健全な植生の回復のために、利用とのバランスをとりつつ、長期的視点でモクマオウ林、

一部ガジュマル林の樹種転換を検討していくとともに、必要に応じて、順応的な管理を行

い、外来種の影響の拡大を適切に防除していく。 

また、海の利用によりアオウミガメの繁殖への影響が出ないよう留意する必要があると

ともに、サンゴの保全のための係留ブイの整備等が必要である。 
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表 「島ごとの対策の方向性」の一覧【総括表】 
列島名 島名 保全・再生の対策の方向性 

聟島 

◇外来植物の駆除（メダケ、ギンネム等） 

◇クマネズミの駆除 

◇アホウドリ類の保全と繁殖地の確保 

◇利用のコントロール 
聟 島 

列 島 

北ノ島・ 

媒島・嫁島 

◇外来植物等の駆除と森林の回復（ギンネム、ホテイチク、ヤダケ等） 

◇土壌流出の防備 ～媒島～ 

◇固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

弟島 

◇アカギの駆除 

◇その他の外来植物の駆除（モクマオウ類、ギンネム、ガジュマル等） 

◇ウシガエルの駆除 

◇ノブタの駆除 

◇ノヤギの駆除 

◇ノネコ、クマネズミの駆除 

◇固有植物種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

◇グリーンアノールや貝食性プラナリアの新たな侵入防止 

兄島 

◇ノヤギの駆除 

◇モクマオウ類などの外来植物の駆除 

◇クマネズミ等の駆除 

◇固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

◇グリーンアノールや貝食性プラナリアの新たな侵入防止 

東部 

◇ノヤギ対策 

◇グリーンアノールの駆除と昆虫相の再生 

◇アカガシラカラスバトの保護増殖とノネコ、クマネズミ対策 

◇固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 

南部 

◇ノヤギ対策 

◇グリーンアノールの駆除と昆虫相の再生 

◇固有種の保護、生息・生育地の確保、順応的管理の実施 
父島 

北西部 

◇グリーンアノール、ニューギニアヤリガタリクウズムシなどの拡散防止

◇モクマオウ類、ギンネム、アカギの駆除 

◇外来種対策や自然再生に関する普及啓発 

◇農業との共生 

◇地域振興やまちづくり、生活における生態系への配慮 

父 島 

列 島 

南島・西島・

東島 

◇外来植物の駆除（モクマオウ類、ギンネム等） 

◇クマネズミの駆除 

◇固有種の保護、生育・生息地の確保、順応的管理の実施 

中北部 

◇アカギの駆除 

◇グリーンアノールの駆除 

◇固有種の保護、生育・生息地の確保、順応的管理の実施 

南部 

◇グリーンアノールの駆除 

◇ノネコの駆除 

◇固有種の保護、生育・生息地の確保、順応的管理の実施 
母島 

沖港周

辺 

◇グリーンアノールなどの拡散防止 

◇モクマオウ類、ギンネム、アカギの駆除 

◇外来種対策や自然再生に関する普及啓発 

◇地域振興やまちづくり、生活における生態系への配慮 

向島・姉島・

妹島・姪島 

◇外来植物の駆除（モクマオウ類、ギンネム等） 

◇固有種の保護、生育・生息地の確保、順応的管理の実施 

母 島 

列 島 

平島 ◇順応的管理の実施 
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３．外来種ごとの対策方針、技術手法と課題 

 

１）外来種の侵入状況〔概観〕 

小笠原には、外来の維管束植物種が、すでに 318種侵入している。外来植物種の状況を島別
にみると、父島（43％）及び母島（38％）と外来種の比率が高く、一方で、兄島（20％）は他
の島と比べて外来種の比率が低い傾向にある。 
一方、外来動物種は、小笠原において確認されている主要な外来動物として、哺乳類 6 種、
鳥類 1種、爬虫類 1種、両生類 2種、魚類 4種、昆虫類 4種、陸産貝類 3種、扁形動物 1種が
あげられる。 
これら、今日小笠原で多く見られる外来種の中には、アカギのように在来種の生育地を奪う

もの、シマグワのように遺伝子レベルで攪乱を引き起こすもの、ノヤギのように植物の食害を

引き起こすものなど生物多様性への影響の種類や程度はさまざまである。 
ここでは、保全上重要な地域や種に対して大きな影響があると認められ、かつ小笠原で増加

しつつある外来生物種について、技術的に対策が実行可能かどうかも踏まえて、当面の対策を

検討すべき外来生物種を取り上げて調査を実施し、次頁以降、種ごとに対策方針、技術手法と

課題を整理した。 
 
 
 
《今回取り上げた外来種》 
○アカギ 
○モクマオウ 
※その他外来植物（キバンジロウ、ギンネム、タケ・ササ類、など） 
 
○ノヤギ 
○ノブタ 
○グリーンアノール 
○オオヒキガエル 
○ウシガエル 
○ノネコ・クマネズミ 
※その他外来動物（ニューギニアヤリガタリクウズムシなど） 
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２）外来種ごとの対応方針、技術手法と課題 

アカギ 

 
Ⅰ.背 景 
小笠原では、かつて薪炭材用に移入された外来植物のアカギ（トウダイグサ科アカギ属の常

緑広葉樹）が繁茂し、自然環境に大きな影響を及ぼしている。アカギの侵入により小笠原固有

の生態系は破壊され、在来の動植物はその生息・生育環境が改変されることにより存続の危機

を迎えるなど、小笠原の生物多様性が脅かされている。 

アカギは、小笠原における外来植物の中でも

特に侵略的な外来植物であり、小笠原の自然を

守るためにはアカギの駆除を進めていくことが

急務といえる。小笠原において、アカギの侵入

は、これまで母島、父島、弟島で確認されてい

るところである。 

なお、この項、すなわち「アカギに関する対

応方針」については、平成 17 年度に環境省が
設けた「アカギワーキンググループ」（関東森林

管理局、東京都、小笠原村、森林総合研究所、

日本森林技術協会、環境省）により検討を進め

たものである。 
 

 
Ⅱ.対策の目標と基本的考え方 
アカギ対策とは、アカギを小笠原から駆除し、小笠原本来の森林生態系を再生する一連の対

策を指しており、アカギの駆除だけを目標とはしていない。また、アカギの駆除に関しては、

「根絶」を目標としている。 
我々がアカギの根絶を諦め、持続的な排除に甘んじれば、アカギの再拡大とこれに対抗する

我々のアカギ駆除は永遠に続くこととなる。小笠原の島嶼面積規模での根絶事例は世界的にも

見られること、またアカギの萌芽力は強いものの埋土種子の発芽能力は数か年と比較的短いこ

となどから、アカギ根絶は決して不可能な目標ではないと考える。また、ひとたび根絶を達成

し、それ以降のアカギの人為的移入がなければ、アカギが小笠原の自然生態系に再侵入するお

それは極めて低く、将来的にアカギ対策は不要となる。このようなことから、アカギは「根絶」

することを目標とする。 
アカギ対策を進めるに当たっては、アカギの侵入箇所は広範で、かつ侵入度合いも多様であ

るため、一元的な対策の実施は不可能であり、駆除の優先順位を検討し、段階的にかつ様々な

方法で実行して行かなければならない。また、アカギの侵入のスピードを上回る駆除のスピー

ドを確保してアカギ対策を進めることが不可欠であり、それには効果的な技術手法を用いるこ

とが必要である。 

写真 3-1 純林を形成している

母島のアカギ
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さらには、最終目標である小笠原本来の森林の再生は、森林の世代交代といった長い時間を

経て達成されるものであり、多くの時間がかかることが見込まれる。 

こうしたアカギ対策を進めるに当たっては、地域住民などの参加や国民の理解を得ながら、

関係する機関が協力・連携して実施体制を組んで進めていくことが不可欠である。 
アカギの侵入は、これまで父島、母島、弟島の３つの島で確認されていることから、アカギ

の侵入状況及び今後の拡大予測により島間での優先順位を検討して進めていくことが必要であ

る。駆除の優先順位として、第一に緊急性の高い弟島での実施、第二に母島での対策を重点的

に講じることとし、また父島では必要箇所において対策を進めることが基本となる。 

 
 
Ⅲ.各島の侵入概況と対策の考え方 
１.弟島（侵入・拡大初期の地域） 
弟島におけるアカギの侵入については、平成 16年度に調査が行われた。その結果、侵入個体
数は約 400本とまだ少なく、侵入・拡大の初期に当たり、現時点での根絶は比較的容易である
一方で、母樹を中心に拡大した若齢個体も多く、今後の急速な拡大が懸念され、緊急かつ優先

的な対策が必要であると判断された。このため、平成 17年度において、弟島でのアカギ根絶に
向け、駆除手法の試験を兼ねた駆除を実施したところである。 
今後、弟島については、ア

カギ枯殺後の森林再生に向

け、処理木の駆除実施後のモ

ニタリングや必要に応じて

の更新補助作業の実施、埋土

種子からの芽生え除去など

が必要である。また、未発見

個体が残存している可能性

が高いことから、こうした個

体の探索も併行して行う必

要がある。 
なお、母島、父島、弟島以

外の島では、現在のところア

カギの侵入は確認出来てい

ないが、アカギの侵入が発見

された場合、その島について

は弟島同様、侵入・拡大の初

期段階であろうことから早

期の対処が必要である。 
 

図 3-1 弟島におけるアカギの

侵入状況（平成 16 年時点） 
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２.母島（アカギが猛威をふるう地域） 
母島におけるアカギの侵入については、平成 15 年時点の侵入状況が調査された結果、アカギ

が高木層にまで達した林分の面積は母島面積の約 15％、約 297ha であった。アカギは、母島に

おいて最も猛威をふるっており、在来植生を駆逐して成立したアカギの純林化した林や高密度

の林も多く、その他の場所でも今後のさらなる侵入・拡大のおそれが高い。母島においては、

緊急かつ重点的なアカギ対策実施が必要と判断される。 

 

 

表 3-1 母島におけるアカギの林冠占有割合別面積（平成 15 年時点） 

アカギ 

林冠占有割合 
面積(ha) 割合(%) 

20％未満 86.43 4.28 

20％～30％未満 36.94 1.83 

30％～50％未満 47.72 2.36 

50％～70％未満 39.59 1.96 

70％以上 85.83 4.25 

総計 296.52 14.67 

母島総面積 2,021 100.00 
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図 3-2 母島におけるアカギの密度別分布図（平成 15 年時点） 

（国有林部分は「ｱｶｷﾞ駆除の抑制箇所のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査報告書 H16.3 月関東森林管理局東京分局」による） 
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３.父島（アカギの侵入・拡大が進む地域） 

父島におけるアカギの侵入については、平成 16 年度にその侵入の全容を調査した結果、アカ

ギが高木層にまで達した林分の面積は父島面積の約２％、約 51ha であった。父島において、ア

カギは母島とほぼ同時期に導入されたが、アカギの侵入状況は母島ほど激甚なものではない。

今後、アカギの侵入地は拡大していくことは確実ではあろうが、侵入・拡大のペースは、過去

の植栽箇所周辺や道路沿線などの撹乱場所以外では母島に比して少ない、あるいは遅く、今後

の拡大に関する懸念は母島と比べて大きくはないと考えられる。 

今後、父島については、モニタリングを通してアカギの拡大状況を監視しながら、弟島、母

島のアカギ駆除事業の進展状況を見つつ、適切な時期に取り組むことが重要である。 

なお、道路沿線などの撹乱場所においては、例外的にアカギの拡大傾向が見られることから、

土地管理の一環として、アカギ拡大に留意するよう求めていくことも必要である。 

 

 

表 3-2 父島におけるアカギの林冠占有割合別面積（平成 15 年時点） 

アカギ 

林冠占有割合 
計(ha) 割合(%) 

20％未満 35.38 1.49 

20％～30％未満 3.01 0.13 

30％～50％未満 3.85 0.16 

50％～70％未満 2.13 0.09 

70％以上 6.53 0.27 

総計 50.90 2.14 

父島総面積 2,380 100.00 
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図 3-3 父島におけるアカギの密度別分布図（平成 15 年時点） 



 

56 

 
Ⅳ.父島・母島における対策の進め方 
１.自然度からみた優先順位 

重要な植生である、あるいは固有種の生息・生育地として重要であると判断される地域につ

いては優先して、かつ緊急にアカギ対策を実施する必要がある。重要地域としては、例えば母

島石門地域のように自然度が高く、小笠原における重要植生であり、かつアカギの侵入被害が

甚大となるおそれの強い植生タイプである湿性高木林の地域などが挙げられる。 

 

２.対策効果からみた優先順位 

外来種対策の一般則として言われているように、アカギについても、侵入が少ない林分、侵

入箇所の外縁部から駆除していくことが効果的であり、こうした箇所を優先して実施していく

ことが基本である。 

侵入が少ない林分には、今後の侵入余地がまだ多く、短期間でアカギが増加するおそれがあ

る。また、こうした林分はまだ多くの在来種が残存していることから、自ら再生する能力を残

しており、処理すべきアカギの量自体が少ないので、より少ない時間と経費で広い面積でのア

カギ対策が可能である。 

一方、アカギの侵入が多い林分は、これ以上のアカギ侵入は相対的に速くはないが、生態系

などへの被害も既に深刻化しているとも言える。また、こうした林分では、駆除後の在来種の

苗木植栽やその保育管理が必要であり、駆除するアカギの量自体も多い。このため、アカギが

多い林分でのアカギ対策は、慎重に進めなければならず、経費と時間がかかることが見込まれ

る。仮に、こうしたアカギの侵入が多い林分から着手した場合、ここでのアカギ対策に手こず

っている間に、後回しにした侵入の少ない林分には、アカギがますます侵入し、結果的にトー

タルの事業コストはより多く掛かることが予測される。 

このようなことから、侵入が少ない林分、侵入箇所の外縁部については、高い優先順位を与

えることとする。 

 

３.森林の公益的機能の発揮が特に必要な地域の取り扱い 

特に水源地域、急傾斜地などにおいては、森林の持つ水源かん養機能、土砂崩壊防止機能な

どの公益的機能の発揮が重要であるため、こうした箇所でのアカギ駆除については留意する必

要がある。 
こうした箇所では、森林の公益的機能を十分に保持するため、軽度のアカギ駆除を繰り返し

行い、時間をかけてアカギ駆除を進めることが重要である。結果として、こうした箇所におい

ては、根絶に時間がかかることとなり、さらには種子供給源となるおそれもあることから、早

期に着手する等、対応に配慮が必要である。 
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表 3-3 アカギ駆除箇所の優先順位 

 
 
４.駆除木の順序 
アカギ駆除では、まずアカギの新規侵入や更新を阻止することが効果的である。 

アカギの侵入の少ない林分では雌雄関係なく一気に駆除することが可能であるが、アカギの

純林や高密度の林分では、林地保全や在来種の育成の観点から、徐々にアカギを駆除して行く

方が適切な場合も考えられる。その際はメス木を優先して駆除するものとする。 

メス木駆除の次は、数年のうちに種子生産を始めると推測される若木を対象とし、その次が

オス木となる。ただし、アカギは性転換を起こすことが知られており、この点については留意

する必要がある。 

外縁部

4 3 2 1 －

水源地域 －

急傾斜地 －

基本パターン

注：優先順位が高い（１）→低い（４）

特殊地域

重要地域

早期に開始し、時間をかける

自然度等からみた 1 －

低密度
未高密度 中密度

侵入状況

地域特性他
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Ⅴ.技術手法 
１.順応的な事業実施 

アカギ対策とは、アカギを駆除するだけではなく、在来種からなる森林を育成し、将来的に

は小笠原本来の森林へと誘導し、引いては、小笠原の生物多様性を回復していく自然の再生で

ある。 

自然再生は複雑で絶えず変化する生態系を対象とするため、生態系に関する事前の十分な調

査や、着手後の自然環境の復元状況のモニタリング、その結果に応じた科学的な評価による事

業へのフィードバックが重要となる。 

事業実施に当たっては、このような順応的管理手法を取り入れて、実施して行かなければな

らない。 

 

２.事業単位 

施工管理の面から考え、事業の基本単位は原則として流域とする。 

アカギの侵入程度が低く流域の面積が特に小さい場合は、流域や小流域の集まった半島など

の単位で一斉に対策事業を行える場合もあろうが、反対にアカギの侵入程度が著しい場合や森

林の公益的機能の保全を特に配慮すべき箇所等では、流域内でパッチ状に進めるなどの対応が

必要である。 

事業は流域を基本単位に進めていき、さらに大きな流域での完了へと積み上げて行くことに

よって完了箇所の面的確保を図り、最終的には島全体からの根絶へと進めて行くことが効果的

と考えられる。 

 

３.アカギの枯殺方法 

現在、アカギ自体の枯殺方法としては、巻き枯らしや伐倒、薬剤による方法が実施されてい

るところである。今後も、これらの枯殺方法の技術手法としての確立に向け、適宜、試験等を

重ね改良を行う必要がある。また、これら各種枯殺方法を事業実施箇所の各種条件に配慮して

効果的に組み合わせ、アカギの侵入・生長スピードを上回る、効果的、かつ安全なアカギ対策

として進めていくことが重要である。 

（1）萌芽処理 

アカギは巻き枯らしや伐倒処理した後、根株が完全に枯死するまでに６～７年かかるとされ

ている。また、枯死させるには、毎年発生する大量の萌芽枝を年１～３回処理する必要がある。

萌芽処理を省力化する対策については、遮光シートによる萌芽枝の抑制や、薬剤処理による地

下部も含めた枯殺などの方法が試験･検討されているところである。アカギの萌芽処理を効率的

かつ安全に実施するための技術手法の確立が求められる。 

（2）薬剤による枯殺方法 

薬剤処理によるアカギの枯殺は、巻き枯らしや伐倒による枯殺方法と比較して、作業量が少

なく、また根株も枯殺できることから萌芽の処理が不要であるなどの利点があげられる。 

現在、この方法については試験段階であり、薬剤による環境への影響等のモニタリング等も

行いながら、枯殺の技術手法として確立することが求められる。なお、アカギ枯殺の試験で用

いてきた除草剤（ラウンドアップハイロード）については、農薬取締法の規定によりアカギに
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対しては試験以外では使用できないことから、今後事業に際して使用出来るよう、適用拡大に

向け現在準備中である。 

 

４.森林の再生手法 

アカギ対策とは、アカギを駆除するだけでなく、在来種からなる森林を育成し、最終的に小

笠原本来の森林を再生することを目標としている。そこに至る最初の段階となるアカギ枯殺に

ついては、巻き枯らしや伐倒、薬剤枯殺による方法が試験研究されてきている。次の段階とな

る在来種からなる森林の育成についても、アカギ駆除跡に様々な在来種の苗木を植栽し更新を

図るなど、各種取り組みが行われているところである。 

最終目標である小笠原本来の森林を再生するためには、アカギ枯殺の段階から、次世代の在

来種の更新を十分考慮した実施内容とすることが肝要である。アカギ枯殺によるギャップの発

生や光環境の変化の状況によっては、林床におびただしい数のアカギの芽生えが発生し、在来

種の更新に適した生育環境とはならないこともあるためである。森林の成立には長い時間が必

要であり、試験研究には長い時間が必要である。今後も試験研究を行いながら、順応的な事業

実施のもと森林の再生方法についての技術手法を確立していくことが必要である。 

 

５.伐倒技術者の確保と簡便な対策技術での実施 

アカギの中大径木の伐倒では、島内（小笠原）に伐採技術者がいないことから、これまで伐

採技術者を内地から派遣して実施してきた。アカギ対策を進めるに当たっては、今後も伐倒処

理が必要な状況は十分予測されることから、島内での伐採技術者の確保が望まれるところであ

る。その一方で、アカギ対策は、現状の島内の技術レベルでも安全で確実に実行できるもので

あるよう配慮すべきである。 

特に伐倒については、生木だけでなく、巻き枯らしや薬剤枯殺によって生じる枯損木の処理

についての技術開発も必要である。 
 
６.苗木の植栽及び生産 
既にアカギが優占している林分においては、アカギ枯殺後は、小笠原固有の森林を再生する

ため、必要に応じて在来種の苗木を植栽することになる。植栽に当たっては、植栽地の原植生

と樹種ごとの生理・生態的特性を考慮して、適地適木であることを留意しなければならない。

さらには、植栽する苗木生産を行う必要もある。苗木生産にあたっては、遺伝的撹乱等を避け

るため、採種と育苗は植栽を行うのと同じ島で実施することが必要である。 

また、従来行ってきた国有林内の事業を通じて苗木生産技術は確立されているものの、単年

度での苗木生産は困難である。事業の拡大に応じて計画的に苗木生産に取り組むなど、苗木生

産の継続性と生産体制の整備に配慮することも必要である。 

 

７.モニタリング 

順応的な事業実施においては、モニタリングの実施が不可欠である。モニタリングとして、

まずは、アカギ枯殺処理後の結果について行う必要がある。薬剤使用の場合は、周辺環境への

影響についてもモニタリングすることが必要である。 
その他、現存木の駆除が達成できた区域であっても、埋土種子の寿命期間（2～3年）は芽生
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え除去を含むモニタリングが必要である。さらに、アカギ種子は鳥散布のため親木から離れた

ところでも侵入する可能性があるため、新規侵入の監視も不可欠である。 
また、アカギ駆除後の在来種の侵入や定着状況、苗木の植栽をした場合は、その生育状況な

ど在来林の再生過程のモニタリングも必要である。 

 

 
Ⅵ.対策の実施主体と分担 
アカギ対策については、現在、国有林においては所管する林野庁及び小笠原総合事務所国有

林課が実施している。民有地においては、環境省が国立公園区域内で自然公園等整備事業の一

環として事業化を前提として先行的対策を兼ねた試験を行っている。今後、民有地のうち国立

公園区域内においては環境省によりアカギ対策が推進される予定である。 

しかし、アカギは林野庁所管の国有林以外で、かつ国立公園区域外においても侵入しており、

こうした場所に侵入したアカギについてもアカギ対策の実施が必要である。これらの土地につ

いては、今のところ実施者の見通しがないが、例えば、既存の諸施設敷地へのアカギ侵入が顕

著であることから、管理者の対応を求めていく必要もあろう。 

その他、アカギ対策に関する試験研究については森林総合研究所の協力が、民有地の地権者

への連絡調整については小笠原村の協力が今後とも重要である。 

このように、今後のアカギ対策を進めるにあたっては、関係行政機関それぞれの所掌の範囲

内において、適切な分担と密接な協力により進めていくことが必要である。 
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図 3-4 アカギの侵入状況と所有形態及び国立公園区域との重ね合わせ 
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Ⅶ.対策に関わる法的規制 
アカギ対策を進めるにあたり、関連する法的規制においては、森林生態系の保全のために樹

木（外来植物のアカギ）を伐採するといった事態を想定したものとなっていないことがほとん

どである。アカギ対策を円滑に進めていくためには、関連する法的規制において、アカギ対策

の実行に配慮した運用等が図られることが望まれる。 

 

１.自然公園法（国立公園） 

自然公園法において、例えば最も規制の厳しい特別保護地区内では、木竹の損傷や植栽など

の行為については許可が必要であるが、外来種の対策であれば、許可や同意を得ることが可能

である。また、環境省が自ら事業として行う場合は許可は不要である。 

 

２.森林法（保安林制度） 
保安林では指定施業要件で立木の伐採限度が定められており、次回の伐採についても立木材

積が回復した後とされている。アカギ対策の技術的見地からみて、この伐採の制限が不利に働

かないよう、必要に応じ制限の緩和等が望まれる。 

 

３.森林法（森林計画制度） 

現行の小笠原村森林整備計画においては、40 年生未満の樹木は主伐を見合わせるべきとされ

ていることから、40 年生未満であればアカギであっても伐採することは、森林整備計画に合致

していないとみなされる。このため、アカギをはじめとする外来樹木の対策実施について、森

林整備計画の中で明確に位置づけられることが望まれる。 

 

４.森林生態系保護地域（国有林野事業の保護林制度） 

小笠原諸島の国有林野の全域を検討対象として、平成 19 年度より小笠原諸島森林生態系保護

地域が設定される見通しである。この森林生態系保護地域の設定目標としては、小笠原諸島の

特異的・原生的な自然をこれ以上劣化させず後世に残し、人為活動や外来種の影響により劣化

した自然は、徐々に原生的な自然に回復させることが示されている。このように、本来の森林

生態系の維持・回復と適正な保全を図ることが明記されており、外来種であるアカギ対策につ

いても積極的に進める方針となっている。 
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Ⅷ.私有地における用地確保 
私有地でアカギ対策を行うに当たっては、アカギ対策を行う土地を事業用地として確保する

必要がある。これには、対象とする私有地を買収するか、あるいは所有者の同意を得る必要が

ある。また、その土地の境界を現地において確定するために、境界測量の必要も考えられる。 

 

１.所有者の把握 

土地所有者への連絡は、土地登記簿をもとに行われることとなる。しかし、転居等による住

所変更や地権者の死亡による相続の発生などが想定される。実際に、地権者は既に死去し、相

続登記は行われないまま孫の世代にまでなっていたケースも見られる。 

これは、小笠原の山林の固定資産税評価額が低いため、財産としての価値が低いこと、村内

に山林のみを所有している場合、納税通知書の送付といった連絡が所有者に行われないという

ことなどが関連していると思われる。 

さらに、小笠原では第二次世界大戦中に島民は本土に強制疎開となり、その後多くの島民が

帰島していないため、当時からの不在地主が多く存在する。 

このような諸事情から、土地所有者への連絡は容易でないと思われる。 

 

２.境界確定 

私有地の所有者から同意が得られたとしても、現地で土地の境界が確定出来なければ、事業

用地として確保できた土地の範囲が分からず、実際に行うことは困難である。国有林と民有林

との境界は、国有林によって標識杭が設置されているが、民有地同士の境界には標識標等は見

られず、現状では境界確定は難しい。また、アカギ対策のために民有地間の境界確定のための

境界測量を行うといった手間をかけることは現実的ではない。小笠原の民有地（公有地も含む）

は、国有林によって周囲を取り囲まれた形状の、国有林の用語で「孕
よう

在地
ざ い ち

」と呼ばれるものが

多く見られる（図参照）。仮に一つの孕
よう

在地
ざ い ち

内の地権者全員から同意を得ることが出来れば、民

有地同士の境界確定を省略することが可能と考えられ、これは一つの打開策となり得よう。 

また、私有地の買収を行う場合も、境界が確定していなければ測量もできず、著しい困難が

予想されるが、アカギの事業においては、特例的に測量せずに買収を行う取り扱いを検討する

必要がある。 
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図 3-5 国有林野施業実施計画図（濃い茶色部分が民有地） 

アカギ対策を進めるに当たっては、私有地における用地の確保において、合理的な調査手順

により地権者調査を行い、用地の確保についても制度的な検討も含め、効果的な手法を追求す

る必要がある。 
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Ⅸ.普及啓発 

アカギ問題に関する基本的な情報やアカギ対策事業の必要性等について普及啓発に努め、ア

カギ対策事業の理解を得るよう努めていくことが必要である。 

また、アカギ対策の実施状況やモニタリング成果等についても順次情報公開し、アカギ対策

事業の周知に努め、順応的な管理のもと、アカギ対策事業が進んでいることにも理解を得てい

くことが必要である。それには、地元での島民を対象とした説明会の開催や一般国民を対象に

したホームページの開設など各メディアを活用した情報公開を細やかに行っていくことが必要

であろう。 

また、普及啓発に当たっては、ボランティアプログラムやエコツーリズムの活用による効果

が期待される。林野庁ではこれまで「小笠原原生植生回復ボランティア」事業を行っており、

盛況を博しているところであるが、こうしたボランティアプログラムでアカギ問題が取り上げ

られれば、参加者にアカギ問題について深く理解してもらえる良い機会となる。アカギ問題が

ボランティアプログラムに積極的に取り込まれることが望まれる。 

また、近年、小笠原でもエコツーリズムが盛んになってきたが、エコツーリズムでもアカギ

問題の普及啓発に繋がるプログラムが取り入れられはじめており、さらに拡大することが望ま

れる。一方で、こうしたプログラムが自然再生の方針に適合し、他の生態系に悪影響を与える

ものでないかなどのきめ細かいチェックも必要である。 
 
 

Ⅹ.合意形成 

アカギ対策の推進に当たって、事業主体は地域住民、土地所有者、関係機関との調整を図り、

合意形成に努めることが必要である。それには、普及啓発と同様に説明会の開催やホームペー

ジ等での情報公開による広報活動が重要である。 
また、合意形成に当たっては、情報の開示といった一方通行的なものではなく、意見交換や

関係者の参加協力を得るような双方向での合意形成を図っていくことが望まれる。 
 

 

ⅩⅠ.アカギ材の利活用 

これまでのアカギ対策で発生したアカギ材のほとんどは、肥料化するよう林内処理されてい

るが、ごく一部が木炭や樹皮を染料とするアカギ染めや木工品などに利用されている。 
小笠原では、島内でとれたものは「島のもの」として珍重されるが、アカギ材も島の資源で

あり活用しないのは「もったいない」とも言える。アカギ問題の普及啓発の副次的効果をにら

んでアカギ材の利活用を図っていくことが適切であると考える。 
今後、事業としてアカギ対策が行われれば、一時期に大量のアカギ材が発生することも考え

られる。しかし、こうしたアカギ材は将来的には枯渇する資源であり、あくまでもアカギ対策

の副産物である。こうした点に十分に留意しながら、アカギ材の利活用を図っていくことが重

要である。 
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モクマオウ及びその他外来植物 

 
Ⅰ.背 景 
小笠原では、アカギの他にも多くの外来植物の侵入が見られる。そのうち、モクマオウ類、

キバンジロウ、ギンネム、タケ・ササ類は、純林を形成するなどして、小笠原本来の植生に影

響を及ぼしている。 
全ての外来植物が、アカギのように在来の生態系と生物多様性を脅かす侵略的外来植物であ

るわけではないが、複雑で絶えず変化していく生態系や今後新たに導入される外来植物を、調

査やモニタリングを通して監視し、必要に応じて駆除などの順応的な対応を適切に図っていく

ことが必要である。 
 
Ⅱ.各種の生物学的特徴 
１.モクマオウ類 
モクマオウ類は、モクマオウ科の常緑高木で、小

笠原諸島ではトクサバモクマオウとモクマオウの 2
種が記録されている。耐乾・耐潮性が強く、街路樹

や海岸の砂防林等に利用され、土壌栄養分が貧弱な

土地でも生育できる。また、落葉が林床を覆い尽く

すこと、生長が早いことなどの要因により、撹乱路

地などでは単純林をつくる場合がある。 
陽樹であるため、風害跡のように林冠の疎開した

林に侵入する。自然植生としての疎生草原や矮性低木

林においては裸地部に侵入し、耐乾性の高さと初期生

長の早さから他種を被圧して純群落を形成する可能

性がある。 
 
２.ギンネム 
ギンネムは、熱帯アメリカ原産のマメ科の落葉小高

木で、戦時中トーチカ等を被覆するために利用され、

小笠原の各所に広がった。本種は基本的に耐陰性に乏

しいことからアカギのように健全林には侵入できな

いが、耐乾性・耐潮性が高く、空中窒素固定能がある

ことから、造成跡や崩壊地等、攪乱された場所にいち

早く侵入して群生し、痩せ地でも良く生育し、アレロ

パシー物質の分泌により他種を圧倒して繁茂してい

る。 

そのまま放置しただけでは在来植生が復活する可能性が低いと考えられる。タケ・ササ類同

様、ノヤギ根絶後の聟島列島での拡大が懸念される。 

写真 3-2 モクマオウ

写真 3-3 ギンネム
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３.キバンジロウ 
キバンジロウは、フトモモ科の常緑高木で、明治 42年に食用のため輸入されて以来、耕作地
跡や明るい林内などで広く野生化している。 
種子散布は主に鳥類による。稔実率・発芽率・耐

陰性・萌芽再生力は高い。父島では、キバンジロウ

を含むムニンヒメツバキ二次林が広範囲に広がって

いる。埋土種子は、大型台風直後のようなムニンヒ

メツバキ高木層葉群の飛散した明るい林床において

一斉に発芽・生長し、それはキバンジロウ成木のな

い森林（衝立山付近）においても観察されている。 
 
４.タケ・ササ類（聟島列島） 

聟島列島では、ノヤギ根絶後に、タケ・ササ類の

密生群落が見られ、二次草原域の健全な樹林化を阻

害しているおそれがある。聟島ではメダケ、ダイサ

ンチク、媒島ではメダケ、ヤダケ、ホテイチク、嫁

島ではヤダケが侵入している。これらタケ・ササ類

の群落内では、高木稚樹もあまり見られず、健全な

森林化を阻害する可能性が高い。 
ただし、地下茎による拡大であるため、種子で拡

大する他種に比べて侵略に対する緊急性は比較的低

いと言える。 
 

写真 3-4 キバンジロウ

写真 3-5 タケ・ササ類の群落
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Ⅲ.小笠原での現状 
以下に、アカギ以外で小笠原本来の植生に影響を及ぼしている主な外来種であるモクマオウ

類、ギンネム、キバンジロウ、タケ・ササ類の各島への侵入状況について整理した。 

 

１.モクマオウ類 

モクマオウ類は、父島列島では、兄島、弟

島、父島、西島、母島列島では、母島、向島、

姉島において林分が確認されている。聟島列

島では、現時点では林分は確認されていない。 

《父島列島》 
その中で、兄島と弟島では、海食崖又は

海岸風衝地に連続して群生地が見られ、同

立地を中心に近年拡大傾向にあるととも

に、岩上荒原植生または乾性立地にも自然

侵入が見られる。一方、父島では三日月山

～奥村、洲崎、南袋沢に大面積の高木林が

見られるものの、近年では大幅な拡大は見

られない。 
《母島列島》 
母島では、南崎周辺などに分布するが、

小規模で拡大速度は遅い。向島、姉島では、

乾性立地の随所にモクマオウ類の低木～

高木林が形成され、崩壊地周辺では新たな

個体群が形成されている。 
 

図 3-7 兄島のモクマオウ分布状況

図 3-6 弟島のモクマオウ分布状況
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２.ギンネム 

ギンネムは、嫁島、妹島、姪島を除く各島で確認され、広面積の林分は、父島、母島の海岸

風衝地や造成跡地、開墾跡地等に見られる。父島では、三日月山、洲崎、北袋沢、南袋沢周辺

において、まとまった群落が見られるが、いずれの分布域でもほとんど拡大傾向が見られず、

また乾性低木林などの植生の重要地域とも近接していない。母島では、沖村、評議平など比較

的人為影響の強い地域で集中的に分布している。 
兄島では、滝之浦側の斜面地で見られるようになっており、近年、徐々に実生が多く見られ

るようになったとの報告もある。一部万作浜でも確認されている。また、聟島列島には元来少

なかったが、ノヤギ根絶後に分布を拡大しつつあるという報告もある。 
 
３.キバンジロウ 

キバンジロウは、父島、母島で現在も栽培され、現在は父島、兄島、弟島、母島等の耕作地

跡や明るい林内などで広く野生化している。 
その中で、父島では、ムニンヒメツバキ－コブガシ群集キバンジロウ亜群集が父島全体の植

生の約 35％という広い範囲に分布し、拡大傾向が見られる。特に南部では、ムニンヒメツバキ
林の亜高木層・低木層を占有して在来種の侵入・定着を阻害し、ほぼ本種のみからなる純群落

も見られる。 
 
４.タケ・ササ類 

聟島では、風害によりモモタマナ等高木層が枯損し、メダケの優先する笹原となっている。

また、同笹原の生育する谷の西端にはダイサンチクも見られる。媒島では、凸状地形の風衝地

にメダケ、ヤダケの密生群落がある。ホテイチクも見られる。嫁島では、ヤダケが密生し、共

存植物はほとんど見られず、群落として安定している。 
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Ⅳ.対策の目標と基本的考え方 
既に侵入している、または今後侵入してくる外来植物への駆除については、①導入直後の野

生化の早期発見・有害性の迅速な評価・徹底した管理、②侵入・拡大後の抑制・拡散の防止の

順に進めることとする。 
もちろん、導入前の侵入の予防措置が最も安価かつ効果的な対策であり、まずこれを徹底す

ることが重要であるが、新たな外来種の侵入を完全に予防することには限界がある。このこと

から、可能な限り効率的・効果的な外来種排除・抑制を実施するためには、外来植物の駆除は、

侵入直後に早期に駆除対応することを基本とし、その中でも、「外来種の侵入状況が低密度で、

かつ、保全上重要度が高い地域での駆除を優先する。 
また、外来植物の駆除を行った後は、在来種からなる小笠原本来の植生に向けて、天然更新

を原則として、場合によっては必要に応じ人為的な植栽等によって誘導を図りつつ、それぞれ

の島・地域の歴史と実情にあわせながら、将来的には持続可能な生態系を再生することが目標

である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
駆除にあたっては、全ての外来植物が、アカギのように生態系や生物多様性に大きな影響を

及ぼすとは限らないことから、駆除が必要な有害外来種かどうかの評価が必要であり、外来植

物の特性や生態系に及ぼしている影響の度合を考慮することとなる。 
一方で、駆除の優先度が高い島・地域であるかどうかの評価も重要であり、固有種の生息生

育状況など保全上の重要性や、外来種の侵入状況及び放置された場合の今後の拡大予測・影響

評価などを考慮することとなる。 
そして、このような評価の後に、目標を定めて、各島（地域）毎に駆除を行うことを基本と

する。影響の大きな外来種に対しては、島ごとの「根絶」を目標にして駆除を行う。 
また、駆除にあたっての費用対効果、そして水源地域、急傾斜地などの特殊地域では、森林

の公益的機能の発揮に関する側面なども総合的に考えて、駆除の優先順位と効果的な駆除方

法・技術手法を検討・実施していく。 
【参考：既存の外来植物を対象とした外来植物リスク評価モデル】 
・ニュージーランドでは、既存の外来植物を対象に、国内の保全地域において、「有害植

物主導管理システム“Weed-led Control”」と「地域主導管理システム“Site-led Control”」
の二つのシステムを活用して、外来植物対策に関連する事業方針を定めている。 

導入前 

導入後 

侵入の予防措置の徹底 

導入直後の早期の駆除対応「低密度かつ重要」 

侵入・拡大後の根絶をめざした抑制・拡散の防止

図 3-8 外来種の駆除の基本的考え方

《外来種に関して》 《生態系等に関して》 

小笠原固有の生態

系の再生 
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・「有害植物主導管理システム」は、ある対象種について、フローチャートでの事業可能

性を事前に確認した上で、生態系影響力と生物学的特性による「有害性の評価」、そし

て対象種管理の実行可能性の評価に基づき、対象種の「管理優先順位（4段階）」を決定
する。 

・「地域主導管理システム」は、生物多様性（植物、動物）の重要性と、影響を及ぼす外

来植物のコントロールの緊急性から、「保全すべき対象地域の優先順位」を算出する。

また、その他の指針として、侵入初期の拡大阻止を優先すること、多様な生物相を保全

すること、他の事業との調整・統合すること、事業を確実に終えることなどが示されて

いる。 
〔出典：小笠原諸島の固有生態系保全のための外来植物リスク評価システムについて 首都大学東京 加藤英寿〕

 
そのような中、既侵入外来植物のうち、モクマオウ類の駆除の優先度が高いと考えられる。

モクマオウ類は、岩峰や尾根の露岩地、海岸風衝地や海食崖付近へ侵入し、他種を被圧して純

群落を形成する可能性があるため、生育が限られた希少な固有植物種への影響が特に懸念され

ている。既に侵入している外来植物の中では、アカギに次いで今後の影響拡大が懸念される攪

乱要素となっている。 
特に、兄島と弟島では群生地が拡大傾向にあり、海岸風衝地や海食崖ではオオハマギキョウ

やオガサワラアザミ等、岩峰や尾根の露岩地ではコヘラナレン、ウラジロコムラサキ、マツバ

シバなどの立地と重複し、これら希少な固有種の生育立地を奪う可能性がある。しかし一方で、

海食崖などの急傾斜地では既に密生状態となっており、今後の影響拡大の観点から考えると優

先度は低いとともに、モクマオウ林が土砂崩壊防止の機能を果たしていることへの配慮も必要

であり、立地条件からすると岩峰や尾根、台地上の露岩地の方の優先度が高いといえる。 
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Ⅴ.対策の進め方 
１.対象種の優先順位の検討 

モクマオウ類、キバンジロウ、ギンネム、タケ・ササ類など、純林を形成するなどして小笠

原本来の植生に影響を及ぼしている代表的な外来植物のうち、アカギに次いで今後の影響拡大

が懸念されているモクマオウ類の駆除対策を優先的に実施する。 
キバンジロウは亜高木性であることから、アカギのように高木層在来種を駆逐するには至ら

ず、またモクマオウのように希少な固有種を駆逐することも少ない。ただし、アカギやモクマ

オウ類ほどの急激かつ劇的な攪乱はないものの、長期間をかけて種組成を貧化させていき、特

に父島南部では顕著な影響が見られることから、隣接する東平地区とその周辺の継続的な監視

とともに、その周辺地区における駆除の着手について検討していくことが求められる。 
ギンネムは拡大速度が鈍く、また天敵であるギンネムキジラミもいることから、上記の外来

植物と比較して駆除の優先順位は低いものの、継続的な監視をしていく必要がある。ただし、

侵入初期と考えられる聟島列島の一部については、早急に排除する方が将来を考えると効率的

である。これは聟島列島のタケ・ササ類も同様である。 
 

２.対象地域の優先順位の検討 
兄島と弟島は固有種の比率が高く、固有生物種群の遺伝子バンクとして極めて重要な位置づ

けにあるが、その一方で、モクマオウ類の顕著な拡大傾向が見られている。特に兄島は、昆虫

相や陸産貝類相では小笠原本来の種構成を保持している唯一の島であることから、兄島でのモ

クマオウ類の駆除を最優先する。 
特に、兄島の内陸部の頂部緩傾斜地周辺では、①侵入初期段階で低密度であるためより少な

い時間と経費で広い面積の対策が可能であること、②平成 16年度よりノヤギ駆除が進められて
おり植生回復の観点から取組が進んでいること、③裸地部にオガサワラハンミョウが生息し、

岩上荒原植生部にシラゲテンノウメやマツバシバなどが生育し、それらの生息生育地の保護が

必要であること、④急傾斜地と比べて伐採作業上の危険が少ないという点から、早期の駆除実

施を最優先で検討する。このエリアのモクマオウ類の駆除にあたっては、同エリアに侵入・混

交し、類似の特性を有しているリュウキュウマツ※の駆除も合わせて行うことが効率的である。 
その他、父島の東平周辺、弟島の頂部緩斜面地周辺、向島のムニンクロキを含むコバノアカ

テツ乾性低木林分布地周辺などにおいても、モクマオウ類やキバンジロウの駆除に向けた検討

を図っていく必要がある。 
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※リュウキュウマツ 
リュウキュウマツはマツ科の常緑樹で、緑化や薪炭利用のために導入された。土壌の浅い痩せ

地でも良く生育し、かつては父島、母島列島で大面積を占めていた。マツノザイセンチュウに

よる被害が発生し、多くが枯死したが、いまだに残存している。 

 

【最優先事項】 
モクマオウ類の兄島内陸部の頂部緩傾斜地周辺の早期駆除実施の検討 

最優先箇所 

図 3-9 兄島でのモクマオウ類駆除の最優先箇所 

「低密度かつ重要」の観点 

写真 3-6 兄島の見返山周辺
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Ⅵ.モクマオウ類の駆除技術手法 
１.モクマオウ類の駆除方法 

モクマオウ駆除には、物理的な排除（伐採・引き抜き）と薬剤使用による枯殺等があるが、

アカギやキバンジロウなどと比較しても萌芽再生力に乏しいことから、当面兄島の内陸部の頂

部緩斜面地周辺においては、物理的排除が有効である。一方、今後、試験施工を重ねる中で、

効率的・効果的なモクマオウ駆除方法を確立し、駆除を実施していく。 
【物理的排除による駆除方法（案）】 
・成木は根際より伐採、萌芽枝は手で折る（２～３回処理で枯殺可）。 
・再侵入してきた実生・稚樹は引き抜く。 

 
２.試験施工、モニタリングの実施と反映 

駆除事業に先行・並行して、複数タイプの試験施工を実施して、その効果と問題点を把握し

ながら、より有効な手法の確立を図る。加えて、順応的な事業実施を図る上で不可欠なモニタ

リングを実施する。 
ここでは、モクマオウ類の物理的排除に限らず、その先を見据えつつ、薬剤使用による枯殺

や、その他の外来植物種を対象とした試験施工も含めて検討を進めていく。 
【想定される試験施工の主なテーマ】 
・駆除方法の検討（物理的排除・薬剤使用、萌芽・実生発生・埋土種子の状況など） 
・駆除による在来種への影響・効果の検証（植物の定着・生長など） 

※兄島ではオガサワラハンミョウへの影響について慎重に検証する必要がある。 
・伐採木の処理・活用方法の検討（チップ化・林内堆積・林外搬出・材の活用など） 
※堆積する場合は、特に父島の場合、イエシロアリに対する配慮が必要となる。 

・駆除後の厚い落葉層（A0層）の取り扱いの検証（残存・排除など） 
・駆除後の植生回復方法の検討（天然更新・植栽など） 

※属島では植生の天然更新を基本とし、人為的に植生回復を誘導するとしても、島内

での苗木の生産・供給を前提とする。 
・急傾斜地における土砂崩壊防止機能の検証 
・事業施工に伴う周辺・隣接環境への影響の検証 
・GPS管理や対照区設定などの各種モニタリング手法の検討 

↓ 
☆「父島」においても試験施工を積極的に展開することを検討する。 
→作業、モニタリングする上で利便性・アクセス性が高い。 
→兄島と比較して自然環境に及ぼす影響の危険性が低い。 
→自然教育やエコツーリズムに活用でき、普及啓発の観点から効果が高い。 
→兄島やその他属島における試験施工との比較検討（対照区設定）が可能となる。 
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Ⅶ.モクマオウ類に関する今後の課題 
１.モクマオウ類の種子供給源への対応 
モクマオウ類は、風散布型の種子を大量に生産し、長距離散布に適しているとともに、種子

に耐塩性があるため波によっても運ばれるという特性を持っている。そのため、父島列島各島

間での種子散布があり、父島の三日月山～奥村、洲崎の大分布地などが、種子供給源となって

周辺に多量の種子を散布していることが想定される。そのため、将来的には兄島・弟島に限ら

ず、父島列島一体として処置すべき範囲の検討が必要となる。 
 
２.モクマオウ林の土砂崩壊防止との調整 
モクマオウ類は、崩壊性のある他の木本類の生育が困難な切り立った海食崖に立地すること

が多いため、モクマオウ林の急傾斜地における土砂崩壊防止機能の検証に関する試験施工など

をふまえながら、駆除の妥当性に関する検討や漁業関係者との合意形成などが必要である。 
 
３.苗木の植栽 

モクマオウの駆除においては、それぞれの島・地域の歴史と実情にあわせた持続可能な植生、

生態系の再生を目標とする。したがって原則として、自然な形で植生が再生することが望まし

く、駆除もそれを踏まえて進める必要がある。ただし、すでに純林になっている等、場合によ

っては、植栽による植生回復も検討する。この際、島外からの土の移動が伴わない方向をとる

必要がある。 
 
４.伐採技術者の確保 

急傾斜地などにおけるモクマオウ類の伐採にあたっては、島内での伐採技術者の確保が望ま

れる。その一方で、アカギと同様に、現状の島内の技術レベルでも安全で確実に実行できるモ

クマオウ類対策であることを常に配慮する必要がある。 
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Ⅷ.その他の外来植物に対する対応方針 
１.父島でのキバンジロウの駆除検討 
東平周辺では、アカギ、キバンジロウの継続的な監視と新たな個体群形成の場合の対策実施

を検討する必要がある。 
 
２.兄島でのギンネム等の駆除検討 

兄島では、滝之浦周辺などでギンネムの侵入が見られるが、まだ初期段階であることから、

種子が拡大する前に早期に駆除を行うことが有効である。 
 
３.聟島列島でのギンネム、タケ・ササ類の駆除検討 
聟島列島では、ノヤギの完全排除が達成されたが、いまだ健全な植生回復が妨げられている。

そのため、クマネズミの駆除も検討しつつ、外来植物としては、まだ侵入初期段階にあるギン

ネム、続いて増加傾向にあるタケ・ササ類について早期に駆除を完了してしまうことが必要で

ある。 
 
４.その他の外来植物への対応 

今後、Weed risk Assessmentの活用等により、外来植物の侵入の予防措置を講ずることと、
その制度化の検討を進めるとともに、その他の外来植物が侵入してきた際には、新たな情報・

知見・技術に基づいて、導入直後の早期の駆除を基本として対応を図っていくことが必要であ

る。 
また、Weed-led Control等の活用により、より広範な外来植物について、その拡大危険性を
検討し、漸次対策を強化していく必要がある。 

 
今回、検討の俎上には上げなかったものの、ガジュマル、リュウゼツラン、シチヘンゲ、ホ

ナガソウなど、小笠原ではすでに多く見られる外来植物種についても、順次その取り扱いにつ

いて検討を加え、必要に応じて対策を講じていくことも必要である。 
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ノヤギ 

 
Ⅰ.背景 

１.ノヤギの生物学的特徴 

ヤギは、ウシ目ウシ科ヤギ属に属する。野生のヤギは、本来わが国には生息せず、現在見ら

れるノヤギは、導入された家畜ヤギがその後野生化したものである。 
小笠原で野生化しているヤギは、古くに小笠原諸島に持ち込まれた有色の肉用ヤギに由来す

るものやそれらと乳用ヤギであるザーネン種が交雑したものなどである。 
ヤギの繁殖季節は、わが国では９月から１月頃までである。性成熟に達するのは、オスでは

通常生後６～７ヶ月齢で、メスでは６～８ヶ月齢である。妊娠期間は 144～158 日で、産子数
は概ね１～２頭である。 
ヤギは食性の幅が広いが、木本の葉への嗜好性が強く、特に広葉樹では新芽、若枝、あるい

は樹皮まで食べる習性がある。 
ヤギは、世界各地で野生化しているが、島嶼に

持ち込まれた場合、生態系に対して大きな問題を

引き起こしている例が多い。小笠原諸島と同様、

海洋島であるハワイ諸島やガラパゴス諸島、オー

ストラリアやニュージーランドでは、ヨーロッパ

系の人々の進出とともに持ち込まれたヤギが野生

化し、特異に進化した島々の植生を破壊して、実

に様々な否定的な影響が生じた。 
 
 
２.小笠原での現状 

(1)分布概況 

小笠原諸島のうち、現在もノヤギが分布しているのは、父島列島の父島、兄島、弟島、の 3
島である。（西島については、2002 年度から 2003 年度にかけて東京都によって排除作業が行
われ、現在はオスの成獣１頭が残存しているだけであり、ほぼ完全排除が達成されている。） 
また聟島列島の聟島、媒島では東京都、嫁島では NPO 法人小笠原野生生物研究会によって

1997 年度よりノヤギの排除作業が行われ、媒島では 1999 年度までに、嫁島では 2001 年度ま
でに根絶が達成され、聟島においても 2003 年度までに根絶がほぼ達成され、現在は経過観察
中である。 
父島列島の上記以外の島や、母島列島にもかつてはノヤギが分布していたが、自然環境保全

のために駆除されたり、自然消滅した結果、現在は分布していない。 
なお、現在、兄島では 2004 年度より東京都によって根絶を目指した排除事業が行われてい

るほか、父島では小笠原村により農業被害対策のための有害獣捕獲が行われている。 
 
 

写真 3-7 ノヤギ
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(2)小笠原への移入経緯 

小笠原に最初にヤギを持ち込んだのは、1830 年にハワイから小笠原諸島に初めて移住した
人々とされているが、それ以前に既に捕鯨船の乗組員などによって持ち込まれたものが繁殖し

ていたともいわれる。 
戦後、アメリカ軍占領下で 1946 年に帰島が認められた欧米系住民によって、聟島と嫁島の

ヤギが再び父島をはじめ多くの島々に放されるとともに、本土からザーネン種の持込みや、主

要な島から属島への持込みが行われた。 
なお、このような複雑な移入の歴史をもっているため、この地域のノヤギ（少なくとも父島

産について）は、東アジア地域のものとは異なる系統に属し、広範囲の乳用ヤギ及び肉用ヤギ

を基礎とした雑種集団とされている。 
 
(3)影響を及ぼしている分類群・生態系要素 

ノヤギによる影響は、直接影響と間接影響に分けられる。「直接的な影響」としては、陸上の

植生がノヤギの摂食や踏圧によって影響を受けていることが挙げられる。また「間接的な影響」

としては、特に媒島で顕著であるが、植生の破壊による土壌の侵食や、さらにはそれらによる

鳥類の営巣環境の消失や陸上昆虫類や陸産貝類等の生息環境の破壊といった陸上生態系への影

響と、土壌の流出によるサンゴ礁や各種底生生物などを含む海洋生態系への影響等が挙げられ

る。 
 
(4)現在の影響の程度 

ノヤギにより食害を受けている植物種は、父島で 145種、兄島で 73種、弟島で 55種、３島
で共通して食害を受けている種は 43種であった。その中で食害の程度が激しい種はオガサワラ
アザミ、フシザキソウ、タコノキの３種であった。 
生育種に対する食害種の割合は、父島で 33.6%、兄島で 57.0％、弟島で 25.1％となり、兄島

での食害の割合が最も高かった。また、食害種に占める固有種の割合は、父島で 35.2％、兄島
で 46.6％、弟島で 30.9％となり、兄島で最も高かった。 
食害種のうち環境省と東京都が作成したレッドデータブックの掲載種は、父島 40 種、兄島

18種、弟島 13種で、父島が最も多かった。絶滅の危険性の高い種の中では、オガサワラグワ、
シマカコソウ、コヘラナレンなどが激しく食害を受けている。 
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図 3-10 小笠原諸島におけるノヤギの分布状況 
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表 3-4 父島・兄島・弟島におけるノヤギによる食害植物種数 

 父島 兄島 弟島 

生育種数 431 128 219 
食害種数 145 73 55 
固有種数 51 34 17 
環境省 RDB 

CR 
 

12 
 

4 
 

1 
EN 7 5 0 
VU 11 6 5 

東京都 RDB 
A 

 
9 

 
3 

 
2 

B 11 3 2 
C 11 6 4 

UK 3 2 3 
環境省レッドデータブック・カテゴリー 

CR：絶滅危惧ⅠA類，EN：絶滅危惧ⅠB類，VU：絶滅危惧Ⅱ類 

東京都の保護上重要な野生生物種(1998) 評価 

A：絶滅危惧Ⅰ類に相当，B：絶滅危惧Ⅱ類に相当，C：準絶滅危惧に相当，UK：現状不明 
 
 
(5)島別の分布状況 

《父島》 

現在、父島では、小笠原村がノヤギによる農業被害対策として有害獣捕獲を実施しているも

のの、生息頭数、分布域共に拡大・増加傾向にあると思われる。分布域は、三日月山及び大村

集落周辺、野羊山及び州崎周辺を除く父島全域で、近年は清瀬・宮ノ浜付近を越えて三日月山

方面へ拡大しようとする傾向と、北袋沢・小曲方面から洲崎・野羊山方面へ拡大する傾向が、

顕著になっている。 
《兄島》 

兄島は、島内全域に分布している。平成 16年度より、東京都がノヤギ排除事業を開始したこ
とから、島内の個体数は減少していると推定される。 
《弟島》 

弟島も兄島同様に島内全域に分布している。 
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2003 年度の聞き取り結果を基に作成。 

現在は、分布は更に拡大傾向にある。奥村・清瀬・宮ノ浜から三日月山方面への拡大と、小曲・北袋沢から洲崎・

野羊山方面への拡大が見られる。 
 

図 3-11 父島におけるノヤギ分布状況 

2000～2001 年度に分布拡大
2002 年度に分布拡大

ノヤギ分布前線

ノヤギ分布前線

最近（最低 15 年以

上）駆除を全く行っ

ていない地域

1997 年度に完全駆除

宮乃浜

三日月山

八瀬川

西海岸

中海岸
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Ⅱ.対策の目標と基本的考え方 
ノヤギによる生態系影響は、植物にとどまらず、植生破壊 → 動物の生息地喪失・土壌流出 → 
不可逆的裸地化・周辺海域への土砂流出と、島嶼生態系自体の崩壊をもたらすことは聟島列島

の例から明白であり、緊急な対策が必要である。 
また、小笠原では、もともと少数の個体から増殖し、甚大な影響を与えており、特に父島で

は従来数多くのノヤギを駆除したものの再び数をもどしている。一方、国内外の事例を見れば、

小笠原程度の規模を持つ島嶼での根絶は成功している。これらのことから、最終的な目標は「根

絶」におく。 
現在ノヤギ個体群が生息し生態系被害を与えている地域は、父島列島の父島・兄島・弟島の

３島のみとなった。 
このうち、兄島は小笠原を特徴づける乾性低木林が最大規模で分布しており、希少な固有植

物も生育し、昆虫相・陸産貝類相も本来の姿をとどめている。これらから、兄島における植生

破壊、つまり希少固有動植物の生息・生育地の喪失を早急に防ぐため、ノヤギ対策の優先度は

高い。この認識に基づき、東京都は平成 16年度から、根絶を目指し、ノヤギ排除事業を進めて
いる。 
弟島は、兄島と比べ湿性な森林が多く見られる。昆虫固有種など、本来の生態系構成種が残

存している。ノヤギのためと考えられる植生の喪失が自然裸地の周辺で起こっているが、固有

種への食害も父島列島３島の中では軽度と見られる。一方、面積は最も小さく（父島の１/5 以
下）、人が住んでいないなど、ノヤギ排除への条件は有利と考えられる。 
父島は、小笠原で最大の島であり、特に東部には乾性低木林が広く分布し、固有植物種も多

く産する。ここでのノヤギによる食害は、植物相・固有の生態系へ重大な影響を及ぼしている。

一方、居住地・耕作地が広く分布し、農業被害も発生しており、その対策としてのノヤギ駆除

との連携も重要である。また、面積が大きく起伏に富んでいるため、駆除対策立案・実行には

多くの検討を要する。その間の植生、希少な植物種への食害を考えると、特に問題の大きい地

域での被害軽減を考慮する必要がある。 
これらの父島列島各島の特性を考え合わせると、ここからのノヤギの影響排除の目標と基本

的考え方は以下の通りとなる。 
 
（１）全島根絶（兄島、弟島）：島全域からの根絶を、兄島 → 弟島の優先順位で進める。 
（２）段階駆除（父島）：父島では、全島根絶まで時間を要すること及び、現在進行している生

態系への主な影響が希少な植物種などへの食害であることを考慮し、①当面の保全対象

はノヤギの食害を受ける希少な植物種とし、東平地域などで防護柵などにより早急に保

全を図り、②その上で、兄島、弟島の後に、農業関連の他事業などと連携を図りつつ、

島全域からの根絶を目指す。 
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Ⅲ.対策の進め方と技術手法 
１．兄島・弟島での根絶へ向けての取り組み 

以下の基本方針に従いながら、５つの段階を踏みながら実施して行くことが必要となる。ま

た根絶事業を行う上での大前提として、「事業を開始した以上、根絶を達成しないと、それまで

の取り組みは意味をなさない」ということが挙げられる。 
一方、ノヤギ排除の進行と「生態系回復」の効果を対照し、順応的に進めることも重要な要

素となる。 
 
(1)ノヤギ排除の基本方針 

・致死的手法の採用：作業効率、コスト面からも致死的な排除方法が不可欠である。 
・排除と同時にモニタリング（ノヤギ個体群の状況及び生態系の状況）を並行して実施し、

順応的に事業を進める。 
 
(2)ノヤギ排除を進める上での５つの段階 

①第１段階（準備段階） 
   事前の調査を行い、排除計画を立案し、排除の準備を行う。 

○予備調査の実施： 
・文献調査、ノヤギの生息数、分布状況の把握、地形・植生の把握等 

 ○調査方法の確立： 
・生息数の推定方法、分布の把握方法など調査方法の確立 
○排除方法の検討： 
・柵への追い込み、射殺、罠、囮ヤギの使用、ヘリコプターからの射殺など海外で

の事例も参考に検討 
○排除体制の整備 

 
②第２段階（初期排除） 

   個体数を大幅（半数以下）に下げることを目標に排除を行う。 
○追い込みによる排除の実施： 
・開放的な場所で、追い込みによる排除を実施。 
・適当な時間間隔を開けて実施。 
○追い込み以外の排除方法の検討・試行： 
・罠の使用や誘引方法、ノヤギ排除柵の設置などの検討・試行を行う。 
・ヘリコプターからの射殺は、海外では実施されており、その有効性も明らかであ

るが、現在、日本では航空法の規定により実施が難しい。しかし、兄島、弟島の

地形等を考慮した場合、非常に有効な方法であると考えられることから、実施の

可能性については検討する。 
○モニタリング調査： 
・生息頭数（密度）指標 
・分布状況 
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・駆除個体に関する計測データ等の収集 
・排除に関する情報（方法、位置、排除効率、コスト等） 
・環境（主に植生）への影響の把握 
・結果を評価し、必要に応じて排除方法の再検討・見直しを行う。 
○一般的に実行可能な方法での排除の実施： 
・陸上での射殺や罠による捕獲等、一般的な（比較的課題が少なく、実現の可能性

が高い）方法での排除方法に移行。 
 
③第３段階（第２次排除） 

   排除により個体数が減少し、排除効率が大幅に低下した場合、新たな排除手法を導入する

などして、島内に残存する個体数を数頭のレベルまで下げることを目標に排除を行う。 
○新たな排除方法の検討・実施： 
・猟犬の使用など、第２段階で検討した新たな排除方法のうち、実現可能な方法で

排除を実施。 
○従来の方法（陸上での射撃や罠）も引き続き並行して実施。 
○モニタリング調査の継続 

 
④第４段階（最終排除） 
排除により島内に残存する個体数が非常に少なくなった場合、排除方法を再検討し、残存

個体を排除することを目標に排除を実施する。 
○排除方法の再検討： 
・ハンターによる高頻度の島内巡回 
・囮ヤギの導入、猟犬の使用、毒物の使用などを検討 
○モニタリング調査の継続 

 
⑤第５段階（確認段階） 

   残存個体が確認できなくなった場合、根絶の確認を目的とした調査を行う。 
○確認調査： 
・囮ヤギの利用 
・踏査による個体や痕跡等の探索 
・誘引物の利用など 
・島の面積が広く、地形、植生の条件からも残存個体は確認しにくいため、確認調

査は根気よく継続していく必要がある。 
 
(3)他の外来種との優先順位 

弟島においてはウシガエル・ノブタとの関係を踏まえ、ノヤギ駆除に先だってそれらの駆除

を行うものとする。また、ノヤギによって抑制されている可能性のあるモクマオウ等の外来植

物については、必要に応じてノヤギと同時もしくは先行して対策を講じるとともに、それらの

動向をふまえるものとする。 
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２．父島での取り組み 

父島については、ノヤギによる希少な植物種への食害など重大なものがあるが、兄島・弟島

の根絶を優先するとすれば、根絶開始まで時間を要すること、及び、現在進行している生態系

への主な影響が希少な植物種などへの食害であることを考慮し、当面の保全対象はノヤギの食

害を受ける希少な植物種とし、効果的な防護柵により保全を図ることする。 
なお、父島では現在農林業被害対策としてノヤギの有害獣駆除が行われていることから、そ

れとの連携については検討すべきである。また、従来にひきつづき、希少種固体への網かけな

ども拡大・継続することが必要である。 
父島でのノヤギ防護柵設置の手順は、以下のとおり。 

 
① 防護柵設置場所の選定 
・優先位置は、希少な植物種が集中し、ノヤギ食害が甚大な地域（東平周辺等） 
・「個体群単位での存続」のために防護柵の効果的かつ効率的な位置と規模 
② 柵の構造の検討 
・動植物への影響に配慮 
・管理のしやすさ  
・盗掘の防止 
③ 柵の設置 
④ 柵の管理・モニタリング 
⑤ 他の外来種駆除との連携 
・同様に柵を設けることによる対策を講じる場合、共用化を検討する。 

 
 
Ⅳ.モニタリング 
１.兄島・弟島におけるモニタリング 

植生の回復状況などを予測するため、予め、項目を定め、状況をモニタリングする必要があ

る。モニタリングした結果を評価し、必要に応じて排除方法の再検討を行い、順応的に事業を

行う。 
【想定されるモニタリング項目】 

○排除に関するモニタリング 

・生息頭数（密度）指標：絶対数を把握することは、困難であるため、糞粒数など生息

頭数や密度の指標になる項目を追跡する。 
・分布状況：海上から、あるいは陸上でのセンサスを行い、分布状況を把握する。 
・駆除個体に関する計測データ等の収集：繁殖状況、性比、齢構成、栄養状態などをみ

ることにより、その後の排除計画を検討する際に参考とする。 
・排除そのものに関する情報（方法、位置、排除効率、コスト等）：排除手法の調整や、

技術的な検討材料とする。 
 
○排除効果に関するモニタリング 

・環境（主に植生）への影響の把握：ノヤギの排除に伴う環境変化を把握する。希少な
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固有種・固有群落の回復状況とともに、特にノヤギに抑えられていた可能性のある外

来植物の動向を、把握する必要がある。 
・植物群落の回復に伴う昆虫相の回復など、プラスの効果だけではなくマイナスの影響

についても、生物群集の各要素を視野に入れた広範囲のモニタリングを、設計・実施

する必要がある。 
 
２.父島におけるモニタリング 

父島においては、ノヤギの食害軽減による植生、希少な植物種の回復状況とともに、ノヤギ

防護柵の設置に伴う周辺への影響をモニタリングし、適応的な管理へ反映させる必要がある。

また、柵自体の維持のための管理も必要となる。 
 
【想定されるモニタリング項目】 

○排除に関するモニタリング 

・希少種の個体群単位での存続への効果を把握するために、繁殖状況の追跡調査を行う。

・ノヤギに抑制されている可能性のある外来種の動向を把握し、本来の植物相を回復さ

せるため必要な対策を講じる。 
 
○防護柵の設置に伴う影響のモニタリング 

・柵設置のための伐開による林冠の疎開や人の立ち入りについて、設置前に希少種の分

布を確認し十分に注意するとともに、追跡調査を行う。 
・アカガシラカラスバト・オガサワラオオコウモリなどの羅網を避けるため、柵の構造

に十分配慮するとともに、頻繁な監視を行う。 
 
 ○防護柵の維持のためのモニタリング 

   ・柵の破損やノヤギの侵入を防止するため、頻繁な見回りを行う。 
 
 
 
Ⅴ.合意形成 
特に父島においてノヤギの排除を行うにあたっては、住民に対して十分な説明が必要である。

大型哺乳類の排除であるため、排除の理由・排除手法の選択基準等について、住民の十分な理

解と意識の共有を目指す。 
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ノブタ 

 
Ⅰ.背景 
１.生物学的特徴 

ノブタは周年繁殖獣であり、性成熟に達した雌の発情周期は 21日で、妊娠期間は 112～114
日である。餌の量と質が十分であれば、

12～15ヶ月に 2回の分娩が可能である。 
ノブタの雌の性成熟は生後約６ヶ月と

されるが、年齢よりも体重（25～30kg）
に依存し、産子数は１腹当り平均 4.9～
6.3頭であるが、条件がよければ 10頭ほ
ど生むこともある。 
ノブタは雑食性の動物であり、植物質

では果樹・種、草木の葉・茎、根茎・球

根・塊茎、菌類（キノコ）など多種多様

に採食する。また、動物質では、ミミズ

などの地中性動物や地表性動物、両生類、

鳥類の雛や卵、死肉や子羊などを採食する。 
IUCNによると、ノブタの移入が確認されている地域は 24カ国の 107地域に及んでいる。 

 

２.小笠原での現状 

小笠原諸島におけるノブタは、現在、弟島にの

み生息している。 
本種の痕跡は、南部の東海岸・西海岸から小浜

にかけた南端部を除き、弟島のほぼ全域で確認さ

れる。特に鹿ノ浜、黒浜付近や広根山南部で個体

の目撃や新しい痕跡が確認された。しかし、弟島

南端部は痕跡が確認されておらず、ノブタの分布

の空白地域と考えられる。 
小笠原諸島へのブタの導入は、1800 年代に人
間が定住したころから食用として野に放たれた

ようであるが、その後の開拓や狩猟などの影響に

より、絶滅したものと考えられる。その後、1947
～1948 年頃、米海軍はマリアナ諸島のテニアン
島・サイパン島方面から島民の食用としてブタを

持ち込んだ。 
弟島では、戦後の無人化により狩猟圧がかから

なかったこと、ブタの餌となるタコノキの実や水

写真 3-8 ノブタ

：目撃
：糞  
：掘り起こし 
：その他（ヌタ場、声） 
：踏査ルート 

図 3-12 踏査ルートとノブタの痕跡位置図 
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が豊富であったこともあり、ブタは現在も生息し

ている。 
 

ノブタによる環境への影響には、掘り起こしなどの生息地の攪乱、捕食による動植物への直

接的被害、食物などをめぐる競合に大きく分けられる。 
 

表 3-5 生態系への影響パターン 

  
 
ノブタは雑食性であり、動物・植物を問わず様々な食物を捕食しているため、捕食による生

態系への影響は大きいと考えられる。固有陸産貝類のカタマイマイ類は、捕食により壊滅的な

状況にある。また、アオウミガメの卵やオガサワラチビクワガタなどの希少昆虫も捕食されて

いる。一方、外来種であるウシガエルも捕食されていると考えられ、その増加を抑制している

と思われる。 
植物については、果実・種、葉、茎、根茎、球根、塊茎など様々な部位を利用しており、餌

資源としての植物質への依存度は高い。また、嗜好性の高い植物の捕食は、特定の植物種を絶

滅に追いやる可能性がある。ノブタが好んで捕食する固有種のイモランは、近年では弟島でほ

とんど見られない状況にあるが、これも、ノブタの捕食が原因と考えられる。 
掘り起こしは、弟島の随所で見られ、その規模も大きいことから、土壌生物への影響、希少

な植物種などの天然更新の阻害や地表付近に生息する昆虫への影響、陸産貝類の産卵場所の攪

乱などの影響などは大きいと考えられる。 
ノブタの通り道やヌタ場では踏圧による植物への影響や他の動物との競合が懸念される。ヌ

影響の区分 行動パターン 影響を受ける種等

生息地の攪乱 掘り起こし 植物根 ｽｽﾞﾌﾘﾎﾝｺﾞｳｿｳなどの個体数の減少

土壌動物、水生昆虫等 トンボ等水生昆虫

踏みつけ 植物 獣道、ヌタ場

土壌流失

捕食（種子） 外来種の種子散布 ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ等の種子

直接的影響 捕食 哺乳類

両生・爬虫類 (ｳｼｶﾞｴﾙ)

無脊椎動物（昆虫・陸産貝類等）ｵｶﾞｻﾜﾗﾁﾋﾞｸﾜｶﾞﾀ等の昆虫類、陸産貝類

卵（鳥類・両生類・爬虫類） アオウミガメの卵

植物体
植物体の多くの部位（葉・茎・根）を利用、
ｲﾓﾗﾝ等特定の種の減少

種子 ﾀｺﾉｷなどの更新阻害

接触 植物 体のこすりつけによる、枝条等の損傷

競合 生息地利用 哺乳類・鳥類 ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾊﾞﾄの生息地（水場）

食物 鳥類 ｱｶｶﾞｼﾗｶﾗｽﾊﾞﾄの餌（ｼﾏﾎﾙﾄﾉｷの実）

海外事例による生態系への影響
弟島での事例

（現地調査と聞き取り調査による）
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タ場は沢付近や水が干上がった湿った場所で多く確認されているが、そういった弟島の水場は、

アカガシラカラスバトにとっての水飲み場や寄生虫を落とすための水浴び場として利用されて

おり、ノブタによってハトの生息地利用が阻害されることが報告されている。 
糞中には多くの種子が含まれており、ガジュマルなどの外来種の種子散布を助長する可能性

がある。また、糞分析から検出されたシマホルトノキの実などの樹木種子は、アカガシラカラ

スバトの餌でもあることから、餌の競合が懸念される。 
 
 

 
 
 

 
 

 

写真 3-10 掘り起こし跡写真 3-9 アオウミガメの卵の捕食跡 

写真 3-11 ノブタの通り道 写真 3-12 ヌタ場
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Ⅱ.対策の目標と基本的考え方 
弟島におけるノブタ対策の目標は「根絶」におく。ブタは短い期間でも個体数を大幅に増加

させること、また、警戒心の醸成による捕獲効率の低下が考えられることから、排除作業は短

期間に集中して行う。 
 
弟島におけるノブタの影響は、動植物の捕食、地表性動物・水生動物の生息地の攪乱、外来

植物の種子散布など多大なものと考えられる。また、その生息範囲も弟島南端部を除くほぼ全

域に広がっている。特に、弟島では小笠原に固有なトンボ類が残存しており、その繁殖に必要

な水域周辺の影響が大きいことが確認され、希少昆虫類等への影響が懸念される。このように

弟島の本来の生態系に対して、ノブタは重大な脅威となっていると考えられる。 
また、ノブタは一腹産子数が多く周年繁殖という特性を持つため、少数個体からの増加が容

易な種で、人為的に低密度レベルに抑制することは困難と考えられる。 
一方、弟島程度の面積以上の島嶼で、全面的な排除の成功事例が多くあり、それらの手法は

十分応用可能なものと考えられる。 
 

    
Ⅲ.対策の進め方と技術手法 

１．ノブタ排除について 

弟島におけるノブタ対策は短期間に集中して実施し、根絶を短期に達成することが重要であ

る。また、弟島にはウシガエルやノヤギが混生しているが、ウシガエルはノブタの捕食によっ

てその個体数を押さえられている可能性があるため、ウシガエルを先行して排除し、一方で、

ノヤギの排除により植生が回復し、ノブタの排除作業を妨げる可能性があるため、ノヤギの排

除前にノブタの捕獲を終了させることが望ましい。その他、ノブタやノヤギの排除による影響

が予め想定できない動植物があることも推定されるため、排除事業と合わせて他の動植物の情

報収集に努め、得られた情報を排除計画や場合によっては新たな保全対策に反映させる必要が

ある。 
排除計画の全体の流れとしては、以下の４段階に分けて排除作業を実施する。各段階の排除

作業と平行してモニタリング調査（生態系への影響評価も含める）を組み入れ、その結果を評

価して、必要に応じて排除手法を再検討するといった順応的手法で進めることが重要である。 
 
①第１段階（準備段階） 
事前の調査を行い、排除計画を立案する。 
○排除方法の検討： 
・ワナ（くくりワナ、囲いワナ）を中心に排除手法を検討。その他の捕獲手法として、

射殺、ヘリコプターの使用など海外での事例を参考に排除手法を検討 
○排除体制の整備： 
・調査者、ハンター、猟犬の準備 
○生態系への影響把握： 
・昆虫・陸貝類の固定調査枠設置、定期的なモニタリング調査の実施 
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②第２段階（初期排除） 

   個体数を大幅に下げることを目標に排除を行う。 
○ワナによる排除の実施： 
・ノブタの集散状況を把握し、ワナ設置場所をノブタが頻繁に利用している地域に集

中して設置する。 
・場合によっては、南北に地域区分し、１地域を短期間に集中して排除作業を行う。 
○ワナ以外の排除方法の検討・試行： 
・銃器による射殺、猟犬の使用などの検討・試行 
・ヘリコプターからの射殺など、実施に当たって課題のある排除方法についても実現

の可能性を検討 
○モニタリング調査： 
・生息頭数の増減を把握するための指標 
・分布状況 
・駆除個体に関する計測データ等の収集 
・排除に関する情報（方法、排除効率、コスト等） 
・関連する環境要素への影響の把握 
・結果を評価し、必要に応じて排除方法の再検討・見直しを行う 
○一般的に実行可能な方法での排除の実施： 
・地上での射殺等、一般的な（比較的課題が少なく、実現の可能性が高い）方法での

排除方法に移行 
 
③第３段階（第２次排除） 
排除により個体数が減少し、排除効率が大幅に低下した段階で、新たな排除手法を導入す

るなど、島内に残存する個体数を数頭のレベルまで下げることを目標に排除を行う。なお、

銃器による射殺方法を採用する段階では、ノヤギの射殺も同時に行うことを検討する。 
○新たな排除方法の実施： 
・地上での射殺、猟犬の使用など、第２段階で検討した新たな排除方法のうち、実現

可能な方法で排除を実施 
○従来の方法（陸上での射撃や罠）も引き続き並行して実施 
○モニタリング調査の継続 

 
④第４段階（最終排除） 
排除により島内に残存する個体数が非常に少なくなった段階で、残存個体を排除すること

を目標に排除を実施する。また、残存個体が確認できなくなった場合、根絶が達成されたこ

との確認調査をしばらくの間継続する。 
○排除作業の継続： 
・ハンターによる高頻度の島内巡回 
○ モニタリング調査の継続 
○確認調査： 
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・踏査による個体や痕跡等の探索 
・誘引物質の利用など 
・島の面積が広く、地形、植生の条件からも残存個体は確認しにくいため、確認調査

は根気よく継続して行うことが必要 
 
Ⅳ.モニタリング 

各段階の排除作業を進める中で、排除結果を評価して、必要に応じて排除手法を再検討する

等順応的に計画を進める。そのため、モニタリング調査による各段階の現状把握を行う。 
 
【モニタリング項目】 

○ノブタ排除状況に関連したモニタリング 

目的：ノブタ排除の効率向上・手法の妥当性・ノブタ根絶への効果を評価する 
・分布状況と集散状況の把握：痕跡調査や餌となる果実の季節的な結実状況を把握する。

・排除効率の把握：排除努力量あたりの排除頭数を算出し、排除効率の数値から生息頭

数のレベルを把握する。 
 
○生態系・生物群集への影響に関連したモニタリング 

目的：ノブタ排除による生態系再生への効果・外来種の拡大による生態系の偏向などの

状況を把握する 
・動物相への影響把握調査：特に陸産貝類・昆虫類など小動物を対象とした個体数の回

復状況を把握する。方法としては、一定の地域を対象とし

て、特定の種群の個体数動向等を把握する。 
・植生への影響把握調査：排除枠を設定し、希少種などの特定の種を対象とした回復状

況を把握するとともに、外来種の状況を把握する。 
※直接のモニタリング対象のみならず、その回復・減少による生態系の他の要素への波

及効果も十分に考慮して、設計する必要がある。 
 

 
 
Ⅴ. 合意形成 

弟島の一部には、個人所有の土地もあることから、排除作業に伴う事前説明および協力体制

の構築は不可欠であり、事業の目的等も含め、十分な周知が必要である。特に銃器を使用する

場合には、弟島周辺を就航する漁船等への周知・徹底を図る。また、希少種であるアカガシラ

カラスバトなどへの影響や外来種の持ち込みなどにも十分配慮して、排除方法、タイミングな

どの情報を提供する。 
 



 

93 

 

グリーンアノール 

 
Ⅰ.背景 

１.生物学的特徴 

グリーンアノールの原産地は、アメリカ合衆国東南部、バハマ諸島で、その繁殖は体内で受

精し卵生である。一腹卵数は１であるが、春から秋まで連続して産卵し、翌年には性成熟に達

する。主に昆虫を捕食し、その中心は樹上性の昼行性節足動物である。 
世界各地への移入状況としては、南太平洋の島嶼に導入されており、小笠原の他、沖縄島、

ハワイ、グアム、サイパン、テニアン、パラオ、ヤップ等に定着しているが、小笠原のような

生態系被害を及ぼした事例はない。 
 

 
写真 3-13 グリーンアノール
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２.小笠原での現状 

グリーンアノールは父島と母島の全域に分布する。父島への導入はグアムより 1960 年代、
小笠原へは米軍の物資に混入して移入されたといわれる。また、ペットとしてもたらされたと

の見方もある。父島では 1990 年までには島のほぼ全域で見られるようになり、母島へは、父
島から 1980年代初期に南部の集落に複数回持ち込まれたとされている。母島では 1997年まで
には島のほぼ全域で見られるようになったという。 
影響を及ぼしている分類群・生態系要素としては、昆虫等が捕食され、昆虫を減らすことを

介して植物が影響を受ける（花粉媒介者の減少による結実率の低下等）。昆虫食性の鳥類等との

競合も予測される一方で、オガサワラノスリやイソヒヨドリなどに捕食され、大きな餌資源と

なっている。 
現在の影響の程度については、オガサワラトカゲとの競合について実証的な定量データがあ

る。一方、昆虫の捕食に関する実証的なデータは乏しいが、昼行性のカミキリムシ類や固有ト

ンボ類に高い捕食圧を掛けている可能性が高い。オガサワラシジミの減少の理由として本種の

影響も考えられる。昆虫の減少を通した植物の結実率等への二次的な影響については、現在研

究が進行中である。 
父島では多くの在来昆虫が確認されなくなっているが、その理由としてグリーンアノールの 

捕食が挙げられている。オガサワラトカゲの減少への影響も示唆されており、捕食による影響

が長年継続した結果、生態系の構造が大きく変貌した可能性が高い。 
母島でも在来昆虫の減少が顕著である。例えば固有トンボ類（オガサワライトトンボ、シマ

アカネ等はすでに絶滅し、ハナダカトンボも激減）、オガサワラシジミ等があげられる。 
オガサワラトカゲとは餌などを巡る競合が生じているが、母島ではオガサワラトカゲの減少

は示唆されていない。これは両種が共存している期間の長さ（1980年代初期に侵入）に起因し
ている可能性もあり、今後は母島においてもオガサワラトカゲが減少する可能性もある。 
オガサワラシジミや固有トンボ類の生息状況から見て、母島でも父島の後を追って生態系の

劣化が進行しつつあるものと思われる。 
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Ⅱ.対策の目標と基本的な考え方 

１.属島、特に父島列島の兄島、弟島、南島等への拡散防止の徹底 

グリーンアノールが既に定着した父島・母島の昆虫相と比べ、属島のそれは本来の姿を残し

ている。これら属島に残された生物多様性を守り、小笠原全体への回復の核とすることが、最

も重要な目標と考えられる。このため、拡散のリスクを可能な限り低減させると同時に、万一

属島へ侵入した時の初期対応の体制を作っておく必要がある。 
 
２.父島・母島における自然再生区の設置による生態系の再生 

既に定着している父島・母島では、植生タイプにかかわらず高密度に生息している。１ヘク

タール当たりの生息密度は数百から数千個体と推定されており、父島と母島を合わせた生息個

体数は数百万個体に上ると推測され、全域からの排除には困難が伴う。また、個体数の増加率

が高く、中途半端な駆除では個体数はすぐにもとの水準に戻ってしまう。このため、生物多様

性の保全の上で重要な地域に限定して区域（自然再生区）を設置して、グリーンアノールを区

域内から徹底排除し、生態系を再生することを、当面の目標とする。 
具体的には、本種の影響実態及び生息状況に鑑み、どこで、どのような生態系を再生するの

か、目標を明確にして、それに沿った対策を実施する。当面は生態系の劣化の程度が相対的に

低い母島から実施することが適当と考えられる。その際、例えば、絶滅のおそれの高いオガサ

ワラシジミ等の希少昆虫の個体群回復を指標とした生態系再生を念頭に置くなどして、対策を

講じる場所や範囲を検討する必要がある。 
 
 
Ⅲ.対策の進め方と技術手法 

小型爬虫類が侵略的外来生物になった例はほとんどなく、既存対策事例は乏しい。考え方の

大枠を検討する上では、グアムにおけるミナミオオガシラ（ナミヘビ科）の対策が参考になる

（トラップによる捕獲・侵入防止柵の設置など）。 
 
１．拡散防止 

父島、母島以外の全ての島嶼への拡散を防止する。硫黄島や本州への拡散防止にも留意する。 
属島利用の現状から見て、特に兄島、弟島、南島、聟島等への拡散防止が最も重要である。

これらの島嶼への移動手段は船のみであり、船を所有する人は限定されるため、次のような対

策を実施する。 
 
①属島へ行き来する船の発着場の周囲、すなわち港湾周辺に生息する本種を地域的に根絶さ

せる。完全な根絶に至らなくても、効果はある。 
②エコツーリズムや釣り、保全事業等で属島への上陸を伴う利用をする事業者に、資材等へ

のグリーンアノールの混入がないよう徹底させる。 
③属島の上陸地点周辺（およそ数十ｍを範囲を中心にする）において、グリーンアノールの

侵入がないかどうかの監視を定期的に実施する。 
④万一侵入した時の緊急対処方針を定め、実施できる体制を作る。属島でのグリーンアノー
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ル（らしきもの）発見の情報伝達、緊急調査と捕獲技術（トラップ及び薬剤散布等）、これ

ら初動の責任系統、指揮系統の明確化等を行う。 
⑤ガイド等の関係者・観光客へ留意を促すよう、普及啓発を行う。港湾周辺からのグリーン

アノールの排除に関しては、例えば、住民参加型のグリーンアノール監視と排除作業（住

民自らが集落にくまなく粘着トラップを設置する等）を実施する。 
⑥属島利用については、一定の法的制限を設け、非意図的導入の防止等利用者の義務を明確

にする。 
 

２．定着している父島・母島での生態系の再生 

保全上重要な区域において「自然再生区」を設置し、区域内のグリーンアノール個体群を縮

小、完全排除することを通じて、本種の影響を強く受けている昆虫をはじめとする節足動物等

の個体群を回復させ、これを指標として生態系の回復を目指す。 

グリーンアノールの行動圏は狭く、ひとたび定着した個体の多くは半径数ｍの範囲で生活す

る。一方、母島では、侵入防止柵を設置していない数百㎡の範囲で徹底的な除去を行っても周

囲から侵入し、密度の低減は図れなかった。しかし、父島において実施した侵入を阻害する「防

除フェンス」と「粘着トラップ」を併用した試験結果では、フェンス内では、約 1 ヶ月で始め

に標識したグリーンアノールの完全排除を達成できた。 

これらのことから、グリーンアノール個体群の縮小もしくは完全排除に際しては、「再生区

への侵入防止」と「再生区内からの排除」の２段階の対応が必須と考えられる。 

 

(1）自然再生区の位置と優先順位 

以下のような、生態系再生を目指す保全上重要な区域を「自然再生区」として設定、整備す

る。なお、これらの地域の優先順位は、原則としてａ）希少種（母島及び父島）、ｂ）再定着

（父島）の順とする。 

また、例えばフェンスの設置は、幅２ｍの刈り込みが必要である等、それ自体が環境に影響

を与えるため、施設の設置の影響を回避・最小化できる位置を選定する必要がある。さらに、

濃密な管理を進める上でも、設置位置に配慮する必要がある。 

 

①希少種の生息・生育環境 

母島では、オガサワラシジミやオガサワラセセリ、固有トンボがグリーンアノールの影響

を受け個体数を激減させていることから、これらの生息地において自然再生区を設置し、生

態系の再生を図ると同時に希少動物個体群の保全を図る。すでに昆虫類が激減した父島でも、

昆虫の減少による植物への影響が指摘されている地域などは母島と同様の効果が期待され

る。 

②他地域からの希少種等の分散・再定着が期待できる場所 

例えば、父島では小笠原固有のトンボ類５種が絶滅したと見なされているが、近接した兄

島には固有トンボ類が生息しており、それが父島北部に分散し再度定着する可能性がある。

このため水域を中心とした範囲（人工的に造成することも含む）でグリーンアノールを排除

し、トンボの分散条件を整備することが可能な場所などが対象となる。 
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(2)自然再生区におけるグリーンアノール防除フェンス等を用いた侵入の抑制 

グリーンアノールは除去しても周辺から容易に侵入するため、まず自然再生区への外部から

の侵入を防止する必要がある。このため、自然再生区の周囲に下記の 3 条件を備えたフェンス

を設置する。 

・高さ１ｍ程度で、グリーンアノールが抜けられないメッシュ（網目の 1 辺２mm 程度；孵

化直後の幼体の頭幅は 4.5～5.0mm）になっており、上部が滑りやすいテフロン製等になっ

ており、かつネズミ返し状になっていること。 

・グリーンアノールが樹上を飛び移って侵入することを防ぐために、フェンスの外側の植生

を２ｍ程度の幅で刈り込むこと。 

・クマネズミが齧って穴を空けないような素材・構造であること。 

 

なお、グリーンアノール防除フェンスが使用できない場合等、「アノール返し」（樹木の主

幹に取り付けるグリーンアノールの通過を抑制する器具）を密に設置し、外部からの侵入を最

小限に抑えることも必要である。 

 

(3)粘着トラップを用いた自然再生区からのグリーンアノールの排除 

餌に誘引されない、特定の環境に集中しないなどの特性を持つグリーンアノールを、ある範

囲内から最も効率的に捕獲するには平型粘着トラップが有効であることがわかった。従ってこ

れを用い、密度の低減を行う。 

自然再生区の内部には、当面、下記の仕様で粘着トラップを密に設置し、個体数の大幅な低

減を経て完全排除を目指す。 

・耐久性の高いプラスチック製とし、粘着面にはポリブデン系粘着剤を用いる。在来種オガ

サワラトカゲや鳥類の混獲防止のために入口の形状を工夫する。 

・粘着トラップは１ヘクタール当たり 1,000 個以上を用い、定期的に見回ってグリーンアノ

ールを回収する。 

 

(4)自然再生区の維持 

グリーンアノール防除フェンスと粘着トラップの組み合わせは有効であるが、グリーンアノ

ールの偶発的な侵入も想定されることから、自然再生区の内部は定期的に監視し、フェンスの

点検、グリーンアノールの侵入個体の捕獲などを継続する。 

また、グリーンアノール以外の種の混獲の可能性があるため、監視対象に含め、事前に十分

な配慮を講じることとする。 

単なるグリーンアノール排除区ではなく、自然再生区として生態系を回復する視点から、植

生等の管理を実施する。例えば、母島の林床に繁茂する侵略的外来植物として、アカギ、デリ

ス、ギンネム、シマグワ等が挙げられるが、これらを除去し、ムニンヒメツバキやコブガシ、

ウラジロエノキ、タコノキ、シャリンバイ、オオバシマムラサキ、モクタチバナ等の在来種か

らなる植生に誘導する。原則植栽は行わないが、状況に応じて、必要があれば島内産の在来種

に限って補植を行う。 



 

98 

他の侵略的外来動物として、オオヒキガエル、クマネズミ、ノネコ等が挙げられる。これら

の生息密度がさほど高いとは考えられないが、可能な限りにおいてこれらも排除する。 

 

(5)自然再生区以外の対策：保全対象である節足動物に関する保護対策 

保全対象である昆虫等は、グリーンアノールの影響のみで減少しているわけではなく、干ば

つやマニアによる採取、食餌木等えさの減少といった別の減少要因もある。これらの影響につ

いても取り除くことで、グリーンアノールの影響による絶滅を回避できるよう努力する。この

ため、保全対象の存続のために必要な調査、人工増殖技術(生息域外におけるものを含む)の開

発、生息地環境の改善（グリーンアノールのいない島も含む）等を行うこととする。 

また、これら保全対象の生息地を踏まえながら、「アノール返し」の設置によるミニ自然再

生区の設置や、食餌木の外来生物からの保護等を、適切に行う。 
 
Ⅳ.モニタリング 

グリーンアノールの地域的排除に際し、モニタリングを実施する必要がある。モニタリング

により、効果を判定し、手法・面積の拡大を検討する。 

【想定されるモニタリング項目】 

○自然再生区内外におけるグリーンアノールの生息密度 

・単位時間当たりの目視もしくは標識再捕法等を用いて密度を把握する。 
・再生区内の粘着トラップに掛かる割合（個体数／100トラップ日）もこの指標として
用いられる。 
・自然再生区の内部と外部のそれぞれにおいて継続的に実施。 

 
○グリーンアノールの減少によって回復した節足動物の種ごとの個体群密度 

・地域及び目標に応じた種群を選定し、その生息密度を継続的に把握する。 
・母島の場合、春期（２月から４月頃）におけるオガサワラシジミの目撃頻度と、夏期

を中心とした樹上性甲虫類の生息密度等（衝突板式のカイロモントラップ等で測定）

が適当と考えられる。 
 
○グリーンアノールの減少と節足動物の回復を通した生態系への影響 

・現在、グリーンアノールがきわめて高い密度で生息することを考えると、グリーンア

ノールの減少を通して次のような事象が生じる可能性がある。必要性と実施可能性を

勘案の上、それらについてモニタリングを実施する。 
  ・増加が期待されるオガサワラトカゲ及び食虫性鳥類の生息密度の調査 
   ・在来植物への訪花昆虫群集と結実率の調査（グリーンアノールの減少に伴いいずれも

増加が期待される） 
   ・上位捕食者オガサワラノスリの目撃頻度調査（減少のおそれがある） 
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Ⅴ.合意形成 

グリーンアノールの拡散防止、及びグリーンアノール排除を通した生態系の回復は、いずれ

も地域住民との合意形成にそれほど大きな支障があるとは思われないものの、一方で事業に先

立ち、施設を設置し、継続的な管理を行うために、土地所有者、土地管理者等関係者との十分

な合意形成が必要である。 
拡散防止に関しては、ツアーや自然再生事業や研究等の目的で属島を利用する人を中心に、

グリーンアノールの危険性と拡散防止の必要性を共有し、一定の制限が必要であることを理解

をしていただく。 
グリーンアノールの個体群排除については、住民や来訪者（観光客等）に身近な所で行うこ

とになるため、事前に十分な普及啓発が必要である。特に子供達への生命の尊厳に関する教育

については、学校とも連携して十分な対応が必要である。また、動物愛護法及び外来生物法に

ついて地域住民と来訪者に伝え、「何のために」「どこで」「何を」「どのように」実施している

のかを情報公開しつつ理解を得るものとする。 
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オオヒキガエル 

 
Ⅰ.背景 

１.生物学的特徴 

オオヒキガエルの原産地は、アメリカ合衆国テキサス州南部～中米、南米北部にかけてであ

る。卵生で、一腹卵数は 8,000～17,000個以上に及び浅い止水で繁殖する（沖縄県では 58,000
に達した例がある。）。成長は著しく速やかで、半年で性成熟に達する。国内でもほぼ周年的に

繁殖し、大東島では 12-1月が最盛期、石垣島では春から初夏にかけてよく繁殖する。カエル類
としては長寿命であり、飼育下での寿命は 8年、14年等の記録がある。 
食性は小動物食で、水辺の昆虫

や甲殻類、陸貝、地表性動物を捕

食する。世界各地に害虫駆除を目

的として持ち込まれ、カリブ海の

島々、太平洋諸島、オーストラリ

アを含むオセアニア地域、東・東

南アジア各地に広く導入されて

いる。小型地表性動物を大量に捕

食するため、生態系への影響は大

きい。IUCN の IAS（Invasive 
Alian Species：侵略的外来種） 
Worst 100にもあげられ、世界各
地で問題となっている。 
日本では、小笠原諸島（父島・母島）を始め、大東諸島（北大東島・南大東島）、八重山諸島

（石垣島・鳩間島）に定着しており、近年では西表島でも記録されている。 
 
２.小笠原での現状 

小笠原においては父島、母島のほぼ全域に分布する。小笠原へは、1949年にオオムカデ、マ
ダラサソリの駆除を目的としてサイパン島から父島に持ち込まれ、1974年にゴキブリ駆除を目
的として父島から母島に持ち込まれたとされる。 
昆虫類、甲殻類等の節足動物、陸貝類等を捕食することにより、主に地表性の動物群集へ大

きな影響を及ぼしている。 
2004年の胃内容物調査では 80種余りの餌動物を確認しているが、甲虫目のハハジマモリヒ

ラタゴミムシをはじめとする小笠原の希少な固有種をも捕食しており、固有種を含む在来動物

群に与える影響は少なくないものと考えられる（ハハジマモリヒラタゴミムシは母島において

1980年代の記録後、近年確認されていなかった種であり、危機的状況にあるものと考えられる）。 
1979年と 2004年の胃内容物の比較を行うと、1979年には 13分類群（目）を捕食していた

ものが、2004年には 9分類群（目）へと減少している。また、ゴキブリ類など、屋内に生息す
るものの摂食機会が増えている。これは生息地の地表動物相を反映しているものと考えられ、

写真 3-14 オオヒキガエル
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本来の土壌動物・地表徘徊性動物を集落周辺から駆逐し、屋内性動物に依存している可能性も

ある。 
また、父島、母島両島の胃内容物分析を行った結果、オオヒキガエルの導入の早かった父島

ではアリ類及び屋内にも生息するゴキブリ類が被食個体数の多くを占め、母島に比べ、餌資源

の多様性が低かった。このことから、父島では、母島に比べ地表性小動物の生物多様性がかな

り低下しているものと考えられる。 
 

図 3-13  1979 年と 2004 年のオオヒキガエルの食性の比較 
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Ⅱ.対策の目標と基本的考え方 

現在オオヒキガエルが定着している父島、母島以外の全ての島嶼への拡散を防止する。 
すでにオオヒキガエルが定着している父島・母島においては、地域を限定しての影響軽減や

完全排除を通した生態系の再生を目標とする。 
 
１．オオヒキガエル対策の優先順位 

小笠原では、父島・母島に定着し分布を全域に拡大した。父島では 1949 年に導入されてお

り、導入されてからの期間が長いためにその影響は島の全域にわたっており、すでに影響評価

が困難となっている。したがって、グリーンアノール等、他に優先すべき種があれば、オオヒ

キガエル対策(父島・母島での駆除）よりそちらに力を注ぐべきという意見は専門家に根強い。

本種の影響実態を鑑み、当該地域での保全対象と再生目標（どのような生態系を再生するのか）

を明確にして、その目標に沿った対策を実施するものとするが、それとともに、他の外来種や

その影響実態も踏まえ、優先順位を定めていく必要がある。 

 

２．拡散の防止 

生息密度は最大約 3,000 個体／ヘクタールと高く、山地から市街地まで生息環境が広い。1

回産卵数は数万以上で、毎年産卵可能という特性を持ち、また、長命（10 年以上）であるため、

繁殖機会があれば、新たに分布拡大した地域でも爆発的に増加する可能性がある。広域からの

排除は大変な困難を伴うと考えられる。このため、オオヒキガエルへの対策は、まず、属島へ

の拡散防止が最も重要であり、これを防止することを第 1 の目標とする。一旦定着すれば、個

体数を大きく増大させる可能性がある。拡散のリスクを可能な限り低減させると同時に、万一

侵入した時の初期対応の体制を作る必要がある。 

 

３．地域を限定しての排除 

すでにオオヒキガエルが定着している父島・母島においては、地域を限定しての影響軽減や

完全排除を通した生態系の再生を目標とする。事業は当面、生態系の劣化の程度が相対的に低

い母島から実施することが適当と考えられる。 

ただし、本種の影響を最も強く受けていると思われ、本種の個体群抑制を通して回復を目指

す地表性節足動物については、島嶼ごとのファウナ及び各種の生息状況は十分に解明されてお

らず、研究は進んでいない。 

 

４．害虫との関係 

本種は、「害虫」（父島ではオオムカデ及びマダラサソリ、母島ではゴキブリ類(主としてコ

ワモンゴキブリとみられる)）の駆除を目的として導入され、両島でそれらの種を相当に減らし、

その状態を維持しているものと考えられる。オオヒキガエルを排除した結果としてこれらの節

足動物が増加する可能性は否定できないため、本種の対策は、これらの「害虫」へのモニタリ

ングや対策とセットにして実施する必要がある。少なくとも、オオヒキガエルの個体群抑制に

伴ってこれらの節足動物がどのように増加するかを見ながら本種の防除を順応的に行う必要が

ある。 
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また、島内では、「シロアリを食べてくれる有為な種」と考えられている。実際はシロアリ

の方が圧倒的に大きな個体群サイズを持つことから、オオヒキガエルによる駆除の効果はない

と考えられるが、これらの疑念を持たれていることから、オオヒキガエルの駆除に際し十分な

説明が必要である。 

 
【既存対策事例】 
・本種は侵略的外来生物として世界的に有名であり、特にオーストラリアでは防除に

関連してさまざまな研究が行われてきた。定着に先立つ逸出個体の回収に際して

は、かつてブリスベンで行われた方法が参考になる（Tyler, 1989）。 
・環境省が沖縄県八重山諸島で進めている防除事業は、亜熱帯の島嶼における事例と

して参考になる。面積は狭いものの、鳩間島では根絶に向けた取り組みが進行して

おり（増永ら, 2005）、在来両生類の生息しない地域でのオオヒキガエル根絶事例
として注目される。 

 
 
Ⅲ.対策の進め方と技術手法 

１．拡散防止 

父島、母島以外の全ての島嶼（硫黄列島も含む）への拡散を防止する。 

ただし、グリーンアノールに比べると立体的な活動をせず、乾燥にも弱く、また体外受精を

するため適当な水域環境に成熟した雌雄が揃わないと繁殖できない等、拡散・定着のリスクは

アノールに比べて低いと考えられる。土壌や石、鉢植え、土壌が付着した器材、野外に保管さ

れていたコンクリート二次製品などに紛れて拡散すると考えられるため、これらの属島への移

動は行わない。（なお上記の物資の移動は、同じく特定外来生物に指定されているニューギニ

アヤリガタリクウズムシの拡散をも伴う可能性が高い。） 

西表島でのオオヒキガエル対策事業を参考に、属島へ侵入した時の緊急対処方針を定め、実

施できる体制を作る。属島でのオオヒキガエル（らしきもの）発見の情報伝達、緊急調査と捕

獲、これら初動の責任系統、指揮系統の明確化等を行う。もしも繁殖すると膨大な個体が生産

されるため、繁殖を阻止し、幼生が変態上陸する前に完全に取り除く。 

 

２．定着している父島・母島での生態系の再生 

保全上重要な区域において「自然再生区」を設置し、区域内のオオヒキガエル個体群を縮小

させるか完全排除することを通して、本種の影響を受けている節足動物等の個体群を回復させ、

これを通して生態系の回復を目指す。 

本種の一腹卵数は数万個にも達し、きわめて高い増殖能力を有することから、繁殖を阻止す

ることが重要である。繁殖(産卵)には止水域が必要であり、防除フェンス等を用いて止水域へ

の侵入を抑止することで繁殖の阻止が可能である。 

 

(1)自然再生区の位置 

回復させるべき在来節足動物の個体群がまだ存在しており、かつそれが明らかにオオヒキガ

エルによって脅かされており、本種の排除によって回復が見込める区域を「自然再生区」とし
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て設定、整備する。例えば、これまでの調査の結果、母島の西浦や長浜、桑ノ木山等にはオオ

ヒキガエルが生息し、陸生等脚類や昆虫を活発に捕食していることが確認されていることから、

これらの地域を対象として防除を実施するという選択肢が考えられる。 

 

(2)自然再生区におけるオオヒキガエル個体群の制御 

 

①オオヒキガエル防除フェンス等を用いた繁殖の抑制 

オオヒキガエルは寒冷紗等を用いた高さ 50cm 程度の簡易なフェンスを超えられないこと

が判っている。立体的な活動を行うグリーンアノールに比べると、はるかに簡単なフェンス

で侵入を遮断することができる。クマネズミが齧って穴を空けないような素材・構造である

ことが必要である。 

このようなフェンスで繁殖場所となる止水域の周囲を囲み、繁殖のために訪れた個体の侵

入を防ぐ。河川沿いは囲みにくいが、閉塞して止水環境となった河口部を中心にフェンスを

設置し、しばしば見回ることで繁殖を抑制することが可能と思われる。 

②ピットフォールトラップを用いた排除 

上記のフェンスに沿ってピットフォールトラップを設置し、フェンス沿いに移動する個体

を捕獲する。他の小動物も相当に落ちることが予測されるため、少なくとも甲殻類は登れる

ような壁面とする（壁面をコンクリートの粗面とする、「梯子」として細い枝を入れておく

等）。 

 

(3)自然再生区の維持 

上記のフェンスとピットフォールトラップの組み合わせは有効であるが、オオヒキガエルの

偶発的な侵入も想定される。成体は夜行性で見つけにくいため、夜間を中心に自然再生区の内

部を定期的に監視し、フェンスの点検、侵入個体の捕獲などを継続する。 

 
Ⅳ.モニタリング 

オオヒキガエルの地域的排除に際し、モニタリングを実施する必要がある。 
 
【想定されるモニタリング項目】 

○自然再生区内外におけるオオヒキガエルの生息密度 

・単位時間当たりの目視もしくは標識再捕法等を用いて密度を把握する。 
・ピットフォールトラップに掛かる割合（個体数／100トラップ夜）もこの指標として
用いられる。 
・自然再生区の内部と外部のそれぞれにおいて年に数回実施。 
・完全排除の確認は、ウシガエルと同様に水辺におけるボイスレコーダの設置が有効と

考えられる。ただしウシガエルと比べると繁殖期が定まっておらず、また繁殖場所で

の滞在時間が短いとみられるため、より頻繁な録音が必要である。 
 
○オオヒキガエルの減少によって回復が期待される地表性節足動物の種ごとの個体群密

度 
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・地域及び目標に応じた種群を選定し、その生息密度を継続的に把握する。 
・母島の西浦・長浜、桑ノ木山の場合、ハンドソーティングによる陸生等脚類の定量的

調査が適当と思われる。 
 

 ○オオヒキガエルの減少と節足動物の回復を通した生態系への影響 

・現在、オオヒキガエルが高密度で生息することを考えると、本種の減少を通して次の

ような事象が生じる可能性がある。必要性と実施可能性を勘案の上、それらについて

モニタリングを実施する。 
・オガサワラトカゲ及び食虫性鳥類の生息密度上昇 
・上位捕食者オガサワラノスリの減少 

 
 
Ⅴ.合意形成 

事業に先立ち、関係者の十分な合意形成が必要である。父島ではオオヒキガエルがイエシロ

アリの個体数を抑制していると考えている人が多いため、本調査で得られたデータを示してそ

うではないことを伝える必要がある。オオムカデ、マダラサソリ、ゴキブリ類の生息状況と被

害の実態を把握した上で、オオヒキガエルとの関連を整理し、オオヒキガエルを順応的に管理

することを理解してもらうことが重要である。 
拡散防止に関しては、自然再生事業等で属島に資材を運搬する事業者に対し、オオヒキガエ

ル拡散防止の必要性を共有し、一定の制限に理解を求める。 
外来生物法について地域住民と来訪者（観光客等）に伝え、「何のために」「どこで」「何を」

「どのように」実施しているのかを情報公開しつつ理解を得る。 
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ウシガエル 

 
Ⅰ.背景 

１.生物学的特徴 

ウシガエルの原産地はアメリカ合衆国東部で、分布の北限はカナダである。卵生で、一腹卵

数は最大 40,000個に及ぶ。初夏に産卵し、孵化した翌年に変態することが多いが、小笠原では
年内に変態しているらしい。変態後２、３年で性成熟に達する。きわめて大型になること、繁

殖がうまく行くと高密度になることから、潜在的には大きな影響を及ぼしうると考えられる。 
食性は小動物食であり、水辺の昆虫や甲殻類を中心に捕食する。カエル等の小型脊椎動物も

よく捕食する。世界各地へ食用として意図的に持ち込まれ、合衆国西部、ハワイ、ヨーロッパ、

南アフリカ、韓国、日本などに広く導入されている。 

 
 
２.小笠原での現状 

小笠原においてウシガエルは、戦後食用として導入され、現在弟島の一部にのみ分布してい

る。影響を及ぼしている分類群・生態系要素としては昆虫、甲殻類等が挙げられる。 
小笠原における現在の影響の程度についてのデータはきわめて乏しい。オカヤドカリ、トン

ボ類(広域分布種アオモンイトトンボとみられる）が胃内容物として得られており、これらの種
群に対する影響が想定されるが、その程度は不明である。 
ウシガエルが生息している弟島北部の鹿ノ浜では、もともと見られた止水性の固有トンボ類

（オガサワライトトンボ、オガサワラアオイトトンボ、シマアカネ、オガサワラトンボ）が 2004
年以降ほとんど見つかっていない。ただし、それがウシガエルの影響なのか、旱魃等の影響な

のかは不明である。 
 

写真 3-15 ウシガエル 
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３.既存対策事例と小笠原での応用可能性 

本種は食用として各国に導入され、オオヒキガエルと並んで広い地域で定着しているが、捕

食により在来種を減少させるため、侵略的外来生物として扱われる。野外における防除につい

てはほとんど例を聞かず、ひとたび定着した集団を完全に排除できた例はほぼないと思われる。

ただし、戦後、日本でも水産資源として広く導入されたが、ひとたび定着してその後消失して

しまった例もあり、小面積の、かつ比較的急峻な島嶼では絶滅しやすいものと考えられる。小

笠原の弟島での分布域は限定されるため、拡散する前に強い捕獲圧を掛けることにより、根絶

が可能であると考えられる。 
 
 
Ⅱ.対策の目標と基本的考え方 

本種の定着が小笠原で唯一確認されている弟島においては、2004 年からの試験捕獲の結果、
ほぼ根絶近くまで個体数が減少している。このまま排除を続け、速やかな根絶を達成すること

により、弟島の固有の昆虫相回復の一助とする。 
弟島は、小笠原固有のトンボ類５種が全て生息しており、重要な生息地となっている。本種

は弟島ではトンボ類を捕食しており、小笠原固有のトンボ類の生息を阻害する主要な要因にな

っている可能性がある。このため本種を完全に排除することによって、弟島の固有のトンボ類

の個体群回復を促す。 
さらに、ウシガエル駆除後の課題として、減少している昆虫類を正常に戻せるように従来よ

り弟島で行われている池の設置などについては、当面継続する必要がある。 
弟島における昆虫相への影響は、他の外来種や気候の変動等によっても引き起こされること

から、ウシガエルのみならず、これらの原因についても適切な対応が必要である。 
なお、弟島に生息する侵略的な外来種であるノブタが本種の主要な天敵になっている可能性

がある。現在、ノブタの根絶を検討しているが、ノブタの減少に伴い本種が増加するおそれが

あるため、ノブタ排除に先駆けて本種の根絶を行う必要がある。 
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Ⅲ.対策の進め方と技術手法 

１.対策の具体的進め方 

本種の一腹卵数は数万個にも達し、きわめて高い増加能力を有する。ウシガエル個体群の根

絶に際して、次のような手法を実施している。 
 
(1)トラップを用いた成体、幼体の排除 

・ウシガエルの生息場所は弟島北半分の２箇所の小さい池にほぼ限定される。魚類や甲殻類

用のトラップ（カニカゴ、アナゴエビカゴ等）が効率的であるため、上記の池に高密度に

トラップを設置した。 
・なお、無人島であるため、トラップの監視間隔は長くならざるを得ない。この結果 2005
年冬期、試験捕獲中のトラップによるカモ類（オナガガモ及びコガモ）の混獲が生じた。

カモ類の渡来の可能性のある 11月頃から３月頃までは、トラップにカモ類が入りにくいよ
うに工夫する必要がある。 

 

 (2)見回りによる卵、幼生の排除 

本種は直径 50～60cm にも及ぶ目立つ卵塊を産出するため、繁殖期であれば容易に見つける
ことが出来る。該当期間中は可能な限り池を見回ってこれを見つけ排除する（卵は一層のフィ

ルム状になって水面に浮かぶため、新鮮な状態で見つければ目の細かい網で簡単に掬い取るこ

とができる）。 
幼生（オタマジャクシ）を見つけた場合も、同様に網で掬い取って排除する。 
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Ⅳ.モニタリング 

現在実施しているモニタリングでは、弟島北部におけるウシガエルの生息密度とウシガエル

の減少によって回復した小動物の種ごとの個体群密度について行っている。特に生息密度につ

いては、現地調査による生息状況の確認とボイスレコーダによる根絶の確認を行っている。 
なお、ウシガエルが根絶されたと見なされた後も、林内に分散していた残存個体が戻ってく

る可能性があるため、当分の間（数年間以上）トラップの設置と定期的な見回りを継続する。 
 
【実施中のモニタリング項目】 

○弟島北部におけるウシガエルの生息密度 

≪現地調査による生息状況の確認≫ 
・単位時間当たりの目視、及びトラップ数当たり捕獲数により生息密度の指標とする。

≪ボイスレコーダによる根絶の確認≫ 
・鳴き声の録音装置を設置し、繁殖期（５月から８月くらいと思われる）に一定間隔ご

とに一定時間の録音を行う。 
 
○ウシガエルの減少によって回復した小動物の種ごとの個体群密度 

・主な回復目標としたトンボ類を指標種として、その生息密度を継続的に把握する。現

在、定期的に研究者が定量調査しているため、連携を図る。 
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ノネコ・クマネズミ 

 
Ⅰ.背景 

１．ノネコ 

(1)現状 

ノネコは、人間の入植と同時期に愛玩用やネズミによる農作物被害への対策用に導入された

ものが野生化したもので、有人島である父島、母島に多く生息する。野生下で繁殖し再生産し

ているものの、集落からの供給(捨てネコや逸走、ノラネコの野生化など)も大きいと考えられ

る。 

無人島では、兄島、弟島、向島において生息が確認されているが、兄島、弟島では捨てネコ

が起源と言われ、個体数は少ないと言われており、向島での記録は 1995 年のもので、現状は

不明である。 

ネコの行動圏は広く、一部の飼いネコや集落を拠点とするノラネコも父島の山野に跋扈して

おり、東平でも扇浦の飼いネコが捕獲されている。また、山や属島に今でも捨てられ続けてい

ることや、山の畑をネズミから守るための半飼養状態のネコ、都営住宅等では飼養できないた

めに外部で飼養するいわゆる「外ネコ」がいること等から、事態を複雑にしている。 

 

(2)生態系への影響 

小笠原では、ノネコの捕食対象の大半は同じく外来種のクマネズミである。しかし、メグロ、

オガサワラカワラヒワ、アカガシラカラスバトなどの陸鳥類、ミズナギドリ類などの海鳥類、

オガサワラオオコウモリ、オガサワラトカゲなども捕食する。 

ノネコの外来種としての影響は、一言で言えば鳥類の食害の問題である。一方、潜在的に大

きな生態系への影響も持つと思われるクマネズミに対する個体数抑制効果は小さくはないと考

えられており、取り扱いが難しい。 

 

(3)従来の対策 

ノネコ対策としては、小笠原村が公衆衛生面からの対策として、父島・母島の主に集落周辺

において「野猫対策事業」（「野猫」（＝ノラネコ）を捕獲し、不妊去勢手術を実施、再放出）

を実施しているとともに、「小笠原村飼いネコ適正飼養条例」に基づき、全国に先駆けて飼い

ネコの登録を義務づけるなど適正飼養の推進を行っている。 

また、平成 1７年には母島南崎の海鳥類のコロニー（カツオドリ、オナガミズナギドリ）に

おいて、ノネコによる親鳥捕食によりコロニーが消滅の危機にあったことから、環境省、林野

庁、東京都により、緊急捕獲事業を実施した。その後、小笠原自然文化研究所がノネコの侵入

防止柵の設置によるコロニーの保護を実施している。 

一方で、父島の東平地域ではアカガシラカラスバトのサンクチュアリが設定され、ハトの繁

殖が確認されているが、平成 17 年～18 年には、ハトとネコが異常接近を繰り返すという状況

から南崎同様、行政機関の連携とボランティアの参加による緊急ネコ捕獲事業が行われた。し

かし、柵の設置など根本的な対策はとられておらず、今後のハトへの影響が懸念されている。 
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これら緊急捕獲事業の枠組みは、現在もそのまま行政・民間の連絡会議として維持されてお

り、緊急捕獲事業の実施の他、ネコ対策の本格化、適正飼養の普及啓発に向けて活動している。 

 
２．クマネズミ 

(1)現状 

クマネズミは、1920 年代頃に船舶の積み荷にまぎれて移入されたと推測されている。本種は

家鼠であり、建物に住み着いてヒトの食料や残飯などに依存する習性を持つが、熱帯・亜熱帯

気候下では屋外にも生息し、野生動植物を食べて生活することができる。泳げはするが、積極

的には泳がないと言われる。 

小笠原では、父島、母島、聟島、聟島鳥島、媒島、嫁島、兄島、弟島、南島、西島、東島、

姉島、妹島、向島、平島、姪島といったほとんどの島で生息が確認されている。なお、父島、

母島、平島ではドブネズミが、父島、母島ではハツカネズミが確認されているが、生息密度は

低いと言われている。 

 

(2)生態系への影響 

①種子・果実等、植物への食害 

アカガシラカラスバトの餌資源とされるシマホルトノキやムニンシロダモの種子が更新で

きない状態になるほどひどく食害される等、固有植物などの種子・果実への食害の影響が大

きい。聟島列島ではノヤギの根絶後、期待したほど既存の在来樹林は回復していないのが現

状であるが、これはクマネズミの増加と固有植物種の種子や実生の食害により森林植生回復

が妨げられている可能性がある。 

また、水分を補うため、水分の豊富な植物（果実や茎）への選択的食害も懸念される。最

近、東島ではオオハマギキョウがほぼ絶滅状態となっており、クマネズミの食害が疑われて

いる。 

②野鳥や野鳥の卵への食害、餌の競合 

種子食者であるアカガシラカラスバトやオガサワラカワラヒワ等の鳥類とクマネズミは餌

資源が競合しており、それらの個体数減少の原因の一つになっている可能性がある。 

また、東島では海鳥類の卵のみならず、成鳥をも襲い、コロニー消滅の危機にある。 

その一方で、オガサワラノスリの主要な餌資源ともなっており、その生態に影響している。 

③陸産貝類の捕食 

兄島では、カタマイマイ類がクマネズミに食害され、個体数の減少が顕著である。兄島に

おける最も重篤な外来種問題のひとつである。 

④ノネコの生息維持 

ノネコの餌資源ともなり、ノネコの生息維持に関与している。ノネコの糞分析によれば、

ノネコの餌の大部分がクマネズミである。 

 

(3)従来の取り組み 

現在、西島をフィールドとして、森林総合研究所がクマネズミの、駆除手法の検討も含む、影

響に関する研究を実施しているところである。 
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Ⅱ. 対策の目標と基本的考え方 
１．クマネズミとノネコの「被食－捕食」関係 

ノネコの捕食によるクマネズミ個体数抑制効果は、残念ながら定量的に計測された例はない

が、現段階では小さいとは言えない程度と考えられている。つまり、ノネコの排除を先行する

ことで潜在的に大きな生態系への影響を持つと思われるクマネズミを増加、大発生させる危険

がある。一方、クマネズミを駆除することにより、餌として依存しているノネコの捕食対象を

鳥類にシフトさせる危険がある。したがって、クマネズミとノネコは同時に捕らなくてはなら

ない。ノネコを捕獲する際には、クマネズミの増加に留意する必要がある。 

 

２．ノネコ 

ノネコについて、当面最大の問題点は、アカガシラカラスバトの捕食であり、母島南崎のよ

うに、保護上重要な地域からの部分的な完全排除を早急に実施していく必要がある。このため、

ハトの繁殖時期の緊急ノネコ捕獲はもとより、当面、父島東平中央山周辺においてノネコ侵入

防止柵の設置など対応を早急に取る必要がある。 

将来的な全島排除に向けては、ノネコがクマネズミの個体数を抑制しているであろうと言う

ことがあり、クマネズミ駆除と併せて実施しなくてはならないことが第一の課題である。もう

一つの課題としては、集落からの供給（捨てネコ等）を絶つことであり、適正飼養の普及とノ

ラネコの抑制対策を進める必要がある。 

なお、ノネコ排除に対しての社会的合意は、特に母島において着実に得られつつあり、引き

続き、適正飼養の普及も含めた合意形成を進めることが必要である。また、現在まで獣医師団

体の協力を得ながら捕獲個体の生体島外搬出と終生飼養を前提とした引き取りを実施している

ことから、動物愛護の観点からの合意形成も可能と考えられ、これらを進めるものとする。 

なお、兄島や弟島における根絶を目指した対策は、クマネズミ対策を中心に立案し、並行実

施する。 

 

３．クマネズミ 

クマネズミは、現在既に西島において実施されている根絶を目指した研究の成果を活かしな

がら、海外での根絶手法を参考にして、各島での根絶を目指した検討を進めていく。 

繁殖力が旺盛な動物であることから、短期間に、着実に、全てを駆除する必要がある。その

ためには海外の事例同様、薬剤の使用を検討する必要がある。ただし、一度で完全に根絶を行

わないと生き残ったクマネズミが薬剤耐性を獲得してさらに駆除が行いにくい状態になりうる

こと、人への安全確保が必要なこと、オガサワラノスリをはじめとする非標的種への影響が懸

念されること等から、これらに留意しつつ有効かつ効率的で安全な排除手法を検討・開発する

ことが重要である。また、薬剤を使うことには様々な懸念も生じるため、充分な説明と合意形

成が必要である。 

さらに、侵入防止柵を使用することについても検討を進める。父島、母島でも一部地域はネ

ズミ駆除の必要性が高いが、有人島ゆえに全島駆除は難しい。重要な地域を優先的に、柵など

を併用しつつ対策を講じる必要がある。 
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生物多様性の保全上、最も重要な位置を占める兄島については、ネズミが陸産貝類を食害し

ており、兄島の最も大きな外来種問題のひとつと言える。したがってクマネズミ対策について

は、兄島での実施を当面の目標に、技術手法開発、計画策定を行う必要がある。大きな島であ

るため柵で仕切ることも含め、段階的な対策の検討が必要である。 

聟島については、ノヤギの根絶がほぼ完了したにも関わらず期待したほどに在来樹林が回復

しないことの原因としてクマネズミの影響が上げられている。無人島であり、かつ、オガサワ

ラノスリも生息していないため他の列島よりも駆除に伴うリスクが低いことなどから、先行試

験的な根絶駆除の実施が想定される。 

また、東島についても、クマネズミによる成鳥の捕食によって海鳥類のコロニーが危機的状

況である。体の大きな成鳥を捕食するという、他に例のない「恐るべき」能力を身につけたク

マネズミを島外に出さず、根絶する必要がある。今後数年間は若い個体が営巣地に帰ってくる

ことから、速やかに駆除することにより、海鳥のコロニーの復活は可能である。聟島同様、先

行試験的な根絶駆除の実施が想定される。 

 

４．クマネズミ、ノネコの捕獲、駆除以外の対策 

基本的にはこれらの２種について駆除、排除を進めていくこととするが、あわせてこれらの

影響を受ける種、種群などについて対策を講じることにより影響を緩和する。例えば、ノネコ

やクマネズミの影響を受けるアカガシラカラスバトについては、人工繁殖を含めた増殖事業や、

給餌等の事業を積極的に進める。また、クマネズミの影響等により植生回復がうまくいかない

聟島等では、植生管理を実施することなどを検討する。 

 
 
Ⅲ. 今後の課題 
ノネコ、クマネズミとも、従来個別に検討してきておらず、調査・試験もほとんど行ってい

ない。このため、小笠原における両種の現状を、生態系への影響が大きいと言われる島を中心

に把握するとともに、技術手法の検討を行う必要がある。 
また、ノネコについては愛護動物としての位置付けからその取り扱いについて、また、クマ

ネズミについては薬剤使用の問題などについて、対策以前に充分な検討と合意形成が課題とな

る。 
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その他外来動物 

 
Ⅰ.背景 

小笠原では、前述した各種動物の他にもメジロ、アフリカマイマイやオナジマイマイなど、

多くの外来動物の侵入が見られる。そのうち、特にニューギニアヤリガタリクウズムシは、侵

略性が高く小笠原の生態系に大きな影響を及ぼしている。 

 

＜ニューギニアヤリガタリクウズムシ＞ 

ニューギニアヤリガタリクウズムシは、陸棲プラナリアの１種であり、農作物を荒らす外来

の陸産貝類であるアフリカマイマイの防除のために導入された。陸棲プラナリアでは大型で 1

～7cm ほどあり、大きな貝類に対しては数個体で襲撃するなど、カタマイマイ類など固有陸産

貝類に甚大な被害を及ぼす。父島でのみ生息が確認されているが、父島では大型のカタマイマ

イ類４種の減少が著しく、1980 年代に比べ、およそ 8 割ほどの地域でカタマイマイ類が絶滅

するなど壊滅的な影響を及ぼしている。この影響は現在も進行中であり、父島の固有陸産貝類

の絶滅が懸念されている。 

母島及び属島への拡散防止を目的として、環境省、東京都、小笠原村、母島観光協会では、

ニューギニアヤリガタリクウズムシの母島侵入予防策として、船客待合所、ははじま丸デッキ

への靴底の泥落とし用のマット・ブラシの設置及びポスター掲出、パンフレット配布、船内放

送、ビデオ放映等による広報と普及啓発を行っている。 
 
 
Ⅱ. 対策の目標と基本的考え方 
今後侵入してくる外来動物の駆除については、外来植物と同様に、導入前の侵入の予防措置

が最も安価かつ効果的な対策であり、まずこれを行うことが重要である。外来動物は、一度侵

入してしまうと、たとえ低密度だとしても、ニューギニアヤリガタリクウズムシのように発見・

捕獲等が困難な種もあることから、侵入の予防措置の徹底が極めて重要となる。既に侵入して

いるものについては、同様に拡散させないことが重要である。 

ただし、新たな外来種の侵入を完全に予防することには限界がある。万一侵入が認められた

場合には、可能な限り導入直後に早期駆除することを基本とする。 

また、外来動物の侵入が進んだ段階では、拡散防止対策を講じるとともに、その外来生物種

の生態系や生物多様性への影響などを評価した上で、種の特性、島の特性に応じた対策を検討

する。 

 

＜ニューギニアヤリガタリクウズムシ＞ 

本種の対策として最も重要なことは、まだ侵入していない母島及び属島への拡散防止を図る

ことであり、①父島や他地域からの土壌の搬入は原則禁止、②父島から属島や母島に搬入する

荷物で、ウズムシの付着可能性があるものについては、冷凍処理あるいは海水に浸すなどの処

理を実施、③父島からの乗船前には必ず靴底の土を落として海水で洗う、などの対策を徹底・
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周知することが極めて重要な課題である。 

一方で、本種は土壌中に生息し、発見・捕獲等が困難で、誘引方法等も未開発であることか

ら、侵入後の排除は極めて困難である。しかし、父島の南部にはまだ侵入していない地域もあ

り、これら未侵入地区のエリア防衛を行う。 

また、影響を受ける固有陸産貝類に関し、域外繁殖、域外系統保存などについても検討する

必要がある。 

 
 
Ⅲ.今後の課題 
外来動物として小笠原に何が侵入しているかはほぼ把握されているが、本基本計画で位置付

けの無いものについては、生態系などへの影響や、その潜在的侵略性について検討されていな

いことから、調査研究を進める必要がある。 

また、侵入予防の措置を効果的に実施するため、新たな生態系保全のための検疫制度を設け

ることを検討する。これらの予防対策を実施することにより、島民に対しても不便や制約等を

強いることになるため、充分に配慮された制度設計が必要であるとともに、充分な合意形成を

進めることが重要である。 
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４．島づくり、仕組みづくりに関する今後の方向性 

 
小笠原の自然環境を保全・再生していくことは、自然と共生した持続可能な島づくりにとっ

て不可欠であるとともに、自然と共生した島づくりを進めることこそが、小笠原の自然環境を

保全・再生していくために必須である。そのため、次のような考え方により、『自然環境の保全

と再生に資する島づくり、仕組みづくり』を進めていくこととする。 

 

《考え方》 

小笠原の最大の特徴と魅力は、雄大な海に囲まれた豊かで美しい自然と、海洋島という島

の成り立ちがつくりあげた小笠原にしか見られない生き物たちである。島民は、このような

ユニークな自然を愛し誇りとしており、「自然との共生」は小笠原の共通する基本理念とな

っている。一方で、小笠原の自然は、島民以外の多くの旅行者をも魅了する対象であるとと

もに、世界に類を見ない貴重な自然として世界自然遺産への登録を見据えた検討も進められ

ているところである。 
そのため、島民の豊かな暮らしと小笠原の自立的な地域振興・経済発展を持続的に図って

いく上でその前提となるものは、かけがえのない、それでいて脆弱な小笠原の自然環境を保

全・再生することである。それに伴って、島民が島で暮らす上での制約や規制が生じ得るも

のの、結果的に、島民は郷土の自然に誇りを醸成することができ、ひいては小笠原の価値を

維持・向上させることにより、エコツーリズムをはじめとした持続的な地域振興へとつなが

っていく。 
このように、「自然環境の保全と再生」－「島民や来島者などによる適切な利用」－「島

民の豊かな暮らし、地域振興・経済発展」は、相互に不可分な関係にあることから、自然環

境の保全・再生に資する持続可能な島づくり、仕組みづくりを進めていく必要がある。 

 

このような基本的な考え方に基づいた島づくりの取り組みの方向を、関係する主体をふまえ

つつ、次のように、島民の「暮らし」、島民の豊かな暮らしに資する「観光」、「研究」、「行政」

という分野に区分し、「ルールづくりとルール遵守の徹底」、「教育・情報提供」、「仕組み・体制

づくり」の視点から、「目標」、「現状と課題」、「今後の方向性」の流れで整理した。 
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暮 ら し 

 
１.目標 

●自然と共生した豊かな暮らしの実現 〔島民〕 

島に暮らす島民が、自然環境の重要性とその保全と再生の必要性を充分に理解した上

で、そのために求められる生活上の制約を受け入れつつも、自然環境の保全・再生を図り

ながら、自然とともにある豊かな暮らしが持続的に営まれることを目指す。一方で、自然

環境への負荷を最小限に低減しつつ、これを生かした産業振興を通して、小笠原の自立的

な地域振興・経済発展を目指す。 

●将来の小笠原を支える子ども達の育成 〔島の子ども達〕 

長期的視点からの自然と共生した豊かな島づくりに向けて、島内の子ども達に対する学

校教育や家庭教育を充実・徹底し、将来にわたって今後の島づくりを担う多くの島民が育

まれ、豊かな暮らしが持続的に営まれていくことを目指す。 

 
 
２.現状と課題 
○島民の自然環境に対する意識・理解の底上げのために 
小笠原には、父島及び母島に約 2,300 人（約 1,250 世帯）が居住しており、そのうち生

産年齢人口が約８割を占めている。これら島民間では、小笠原の自然環境に対する意識・

理解の度合いに当然差は見られるものの、脆弱な自然環境を維持していくためには、今後

の取組の最も重要な主体である島民の意識・理解の底上げが不可欠である。現在では、行

政機関が中心となってポスターの掲示やパンフレット、村民便りの配布を適宜行っている

が、今後もさらに充実していく必要がある。 

一方で、小笠原の特徴として、約2,300人の島民のうち公務員などを中心に毎年約１７％

に当たる 400 人もの島民が入れ替わっており、このような新たな島民に対して、入島時に

小笠原の自然環境に関する情報提供、ルールの徹底を適切に促していくことも今後の課題

である。 

 

○子ども達の意識・理解の醸成のために 
自然環境の保全と再生に向け、今後もノヤギやグリーンアノールなどの外来種駆除を進

めていく必要があるが、外来種といえども生き物を殺すことについて島内の子ども達へ適

切かつ充分な教育と理解の醸成を行うことが極めて重要な課題となっている。 

一方、子ども達が父島や母島で通常に生活している中では、生活圏に多くの外来種が見

られ、本来の小笠原の自然環境や固有種とふれあえる機会が不足している。そのため、真

に小笠原の自然環境のすばらしさを理解してもらうための機会を増やしていくことも必

要である。 

 



 

118 

○外来種影響の排除のために 

これまでのボランティアによる外来種駆除の主な取組として、平成 14 年度から、母島

桑の木山で林野庁により一般公募による小笠原原生植生回復ボランティア事業が行われ

ている。また、シンクリノイガなどの移入植物を手作業により除去しているなど、島民ボ

ランティアも一部で活発化してきているところである。 

一方で、島民が飼養しているペット問題が顕在化しつつあり、ネコなどが野生化して自

然環境等に影響を及ぼしている。これに対して、村では「小笠原村飼いネコ適正飼養条例」

によりネコの飼養を登録制にするとともに、「野猫対策事業」としてノラネコの捕獲・不

妊去勢手術の措置を行っているが、根本的な解決までには至っておらず、今後のさらなる

対応が求められている。 

 
○自然と共生した豊かな暮らしの実現のために 

小笠原村では、「第三次小笠原村総合計画」に基づき、将来像「持続可能な島づくり」

に向けた施策が展開されている。 

島の第一次産業をみてみると、農業は父島と母島において営まれ、生産額ベースでは果

樹と野菜で約８割を占めており、その中で母島の方が生産活動は活発である。このような

中で、農業活動と自然環境保全の間のあつれきも見られている。 

一方、漁業活動においては、漁業資源の保護を目的として、聟島周辺では禁漁サイクル

を設定して自主規制を行うなどの取組も行われている。 
 
 
３.島づくり、仕組みづくりの方向性 
◆島民への普及啓発と教育の実施 
自然環境の保全と再生、その中でも特に侵略的外来種への対策事業について、ポスター、

パンフレット、村民便り、講習会、体験活動など様々な媒体を通して、適切な情報提供と

意見交換の機会の拡大、教育活動の実施等により島民の意識・理解の醸成を図り、事業に

対する理解と協力を得る。そのことにより、生活上のさまざまな制約に対する理解の醸成、

外来種の拡散防止の徹底などの普及啓発へとつなげる。 
また、住民登録の際に関連資料をまとめたものを配付し、転入集中時期には説明会を実

施するなど、新たな島民に対する情報提供、ルール遵守を徹底して、入口部分での啓発を

図る。 
 

◆子ども達への教育の実施 
島に住む子ども達への教育に小笠原の自然環境の保全と再生に関する事項を盛り込み、

この分野の理解を進める。そのために、教育機関や行政の事業実施当局、地元 NPO など
が連携しつつ、外来種の駆除やペットの飼養などの項目を盛り込んだ自然環境の保全と再

生に関する学校教育、家庭教育プログラムのあり方について検討する。 
特に、外来種駆除については、駆除することについて子ども達の充分な理解の醸成が図

れるよう、充分な準備を進め、生命倫理の観点から誤解を生じさせないよう配慮する必要

がある。 
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また、学校教育については、体系だった環境教育や郷土教育に関するプログラムづくり、

ビジターセンターなどの関連施設での教育展示の充実、学校教員や地元 NPOなどの交流、
連携等により指導者層の理解を深め、自然環境や郷土環境に関する教育基盤を整備するこ

とが必要である。 
また、来島者や島民への普及啓発の一環として、例えば子ども達による観光客に対する

小笠原の自然の現状に関する説明発表会を開催するなど、子ども達の教育の成果を発表す

る機会を設けることで、学習に対する子ども達の達成感、満足感を高めることへつなげて

いくことも検討する。 
 
◆外来種の非意図的導入、属島への拡散の防止 
外来種が、人の手により持ち込まれることについての普及啓発を徹底する。そして、小

笠原のアクセス拠点である父島、母島への外来種の非意図的導入をまず排除するため、内

地や硫黄島から小笠原への土や植物などの物品の持ち込みに慎重になるよう協力を求め

る。また、属島への非意図的な拡散を防止するため、属島へ行く際には靴底や搬出荷物な

どに付着・侵入した外来種の入念なチェック、土壌や生物などの持ち込み・持ち出しの制

限、自然利用に関するルールやガイドラインの遵守などについて、協力を求めるとともに、

それがなされていくようにシステム・体制づくりを検討する。 
 
◆ペット管理の徹底 
ペットや園芸植物を島民が適正に飼養・栽培するとともに、新たに島に持ち込むペット

を制限するなど、ペットの適正な飼養に関するルールの確立に向けた検討を進める。 
特に、野生化が問題となっているネコについては、現行の「小笠原村飼いネコ適正飼養

条例」をふまえつつ、飼養登録の推進、チップなどの登録用品の装着や不妊去勢の普及な

ど、外来種としてのノネコの管理の前提となる飼いネコの更なる適正な飼養に向けた方策

について推進する。 
以上のように規制を図る一方で、島民への普及啓発を図るとともに、例えば小笠原の在

来種など、島民のみに飼養が許される種を設定するなど、島民へのインセンティブの側面

も併せて検討していく必要がある。 
 
◆自然再生事業についての島民の合意形成 

自然再生事業、特に外来種駆除については、島民に対し、排除手法について、裏付けの

あるデータを用いた説得力のある十分な説明を行い、合意形成を図ることを前提とする。

ノヤギやノネコ、グリーンアノールなど島民にとって身近な動物の排除にあたっては、排

除の必要性、排除手法の選択理由等について、島民の十分な理解醸成と意識の共有を目指

す。 

その中でも、駆除の実施（排除作業、施設設置、継続的管理）が個人所有の土地に係る

場合は、土地所有者に対して、排除作業に伴う事前説明及び協力体制の構築は不可欠であ

る。また、銃器を使用する場合には、住民をはじめ周辺を就航する漁船等への周知の徹底

が重要となる。 
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◆ボランティアによる外来種駆除の実施 
島民のボランティア参加による外来種駆除を進める。駆除経験（継続的か散発的）や年

齢などの参加者の熟度によって、駆除の対象種、実施内容、実施エリア（ゾーニング）な

どを違えた、様々な駆除メニューを充実・整備する。実施にあたっては、活動の趣旨や注

意点を徹底するために、事前にレクチャー時間を設けるとともに、活動指導と参加者の安

全確保ができる指導者の育成・確保を図る。 
また、グリーンアノールの属島への拡散防止のために、父島及び母島の港を中心とする

集落周辺エリアにおいて、島民の協力・子ども達の理解のもとに、グリーンアノールの排

除を実施し、生息密度の低下を目指す。 
 
◆自然と共生した産業の振興 
遊休地がアカギ林などへ偏向遷移しないために適正な管理を実施したり、伐採に伴い発

生するアカギなどの外来種資源の産業利用を進めたりするなど、産業を通した外来種抑

制・駆除を促進する。また、農業利用を目的とした土や苗木の持ち込みに伴う、侵略的外

来種の持ち込み・野生化などを抑止するための制度の確立に向けた検討を進める。 
 
 
◆「小笠原村」を窓口とした島民の豊かな暮らしを支える仕組みづくり 
「第三次小笠原村総合計画」で示されている将来像「持続可能な島」の実現に向けて、

「小笠原村」が島民との窓口となって、普及啓発、教育、ボランティア、ペット管理、産

業振興など、自然環境の保全と再生に資する島民の暮らしを支える仕組みづくりを、自然

再生事業や他の組織による取組と充分な連携を図りつつ、進めていく。 
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観  光 

 
１.目標 

●小笠原の魅力を生かしたエコツーリズムの展開 〔観光事業者〕 

豊かで美しい小笠原の自然環境を生かしたエコツーリズムを観光振興の中核として推

進していくことを通して、来島者に対して、小笠原の自然環境の魅力と重要性、そしてそ

の保全・再生の必要性について情報提供と普及啓発を適切に行っていく。 

そして、小笠原の魅力である自然環境の保全・再生を基盤として、来島者の満足度が高

まり、小笠原の自立的な地域振興・経済発展によって島民の豊かな暮らしが持続的に営ま

れていくことを目指す。 

●エコツーリズムを通した来島者の小笠原への理解醸成 〔来島者〕 

来島者は、小笠原でのエコツーリズムやボランティア活動への参加などを通して、小笠

原の自然環境の魅力と重要性、そしてその保全・再生の必要性について理解を深めるとと

もに、ルールの遵守と保全・再生の取組への協力を行う。 

 
 
２.現状と課題 
○自然環境の保全・再生に資する観光振興のために 
小笠原への来島は、おがさわら丸による船便に限定されている。乗船者数の年間約 2万

人強のうち、約 6割が観光・ダイビングなどを目的とした来島者で、繁忙期は、7～9月と

3月である。 

このような観光特性を有する小笠原では、小笠原ならではの魅力を残しつつ、それを大

いに生かした地域振興を進めるために、平成 16 年に、小笠原村、小笠原村商工会、小笠

原村観光協会、小笠原母島観光協会、小笠原ホエールウォッチング協会からなる「小笠原

エコツーリズム推進委員会」が、「小笠原エコツーリズム推進マスタープラン」を策定し

た。その後、推進委員会の継続的組織である「小笠原エコツーリズム協議会」により、エ

コツーリズムを中心とした観光振興が展開されている。 

 

○適正な自然環境の利用のために 

脆弱な小笠原の自然環境を維持するため、南島、母島石門一帯の利用にあたっては、「自

然環境保全促進地域適正利用協定書（東京都版エコツーリズム）」に基づき、都が認定し

た自然ガイド（約 200 名）が同行した上で、利用時間や最大利用人数、利用期間などに関

するルールを守って利用する仕組みが整えられている。 

また、小笠原ホエールウォッチング協会ではホエールウォッチングにあたっての自主ル

ールを制定、母島ではアカガシラカラスバトの繁殖期に自主ルールを制定し、それらに基

づき適正な利用が図られている。小笠原ホエールウォッチング協会では、これらをはじめ

とする自主ルールをまとめた冊子「小笠原ルールブック」を作成・配布している。 
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しかし、一方で、陸域では行動範囲が自由で、対象となる動植物が多種多様であること

もあって、利用のルールが不十分で、一部で不適切な自然利用が見られる。特に父島・母

島では、自然環境の重要地域や固有種の生育地などへの直接的な影響が懸念されていると

ともに、属島部では、その利用の漸増による今後の影響拡大が懸念されている。 

 
○自然体験に関するニーズの広がりへの対応のために 

近年、修学旅行やエコツアーのプログラムの一環として、外来種駆除などのボランティ

ア活動を組み込む動きが見られる。今後の世界自然遺産登録に向けた関心の高まりなども

見据えると、このような体験プログラムの展開により、ツアー参加者の満足度が高まると

ともに、ツアーとしての商品価値も高まることが期待できる。また、来島者が現地にて自

主的にこのような体験活動やボランティア活動を希望する例も増えており、これらのニー

ズに適切に応えることは自然再生の取組の普及啓発の観点からも極めて重要である。 

しかし、島外からの体験活動やボランティア活動への参加者は、小笠原の自然環境に関

する基礎的知識が充分ではなく、不特定多数の人々が関わるため、良かれと思ってやった

ことが、脆弱な小笠原の自然環境にとって取り返しのつかない状況に陥る懸念もあり、適

切なリスクマネジメントとしっかりした受け入れ環境・体制の整備が必要である。 
 
 
３.島づくり、仕組みづくりの方向性 
◆エコツーリズムの展開 
平成 16年策定の「小笠原エコツーリズム推進マスタープラン」も踏まえつつ、「小笠原

エコツーリズム協議会※」が中心となって、今後、エコツーリズムの推進に必要な項目、

特に、新たなルールの検討、実施主体の創設、ガイドの資質向上などの取組を進め、自然

環境の保全と再生に資するエコツーリズムを積極的に展開していく。 
 
◆自然利用のルールの徹底と適切なガイド育成による適正利用の推進 
小笠原カントリーコードやホエールウォッチングのルールをはじめ、これまで制定され

てきた自然環境の適正利用のための自主ルールの遵守を徹底する。加えて、現在見られる

利用に関する課題を抽出・整理した上で、既存の自主ルールと今後必要となる新規ルール

（法的強制力のあるルールを含む）を検討し、これらを組み合わせることにより、脆弱な

小笠原の自然環境を維持できる体系的なルールの確立を目指す。 
南島、母島石門では都の自然ガイドの認定制度があるものの、その他の地域、特に父島

陸域については、利用にあたっての問題も見られることから、ガイドの認定・斡旋等も含

めて適切なガイド育成方策を検討するとともに、ルールや利用のガイドラインづくりを進

める。また、聟島などでは、海鳥繁殖環境の確保や、外来種導入の危機回避など、生態系

の管理の面から、そのコントロールについても検討を進める。 
このようなルールを設ける一方で、ルールの遵守を推進・担保するしくみ作りを進める

とともに、島をあげての受け入れ体制の底上げを図り、島民総てがガイドであるという意

識の醸成を進め、ルールを設けずとも質の高いガイドが自ら適切に自然利用する土壌づく

りを図っていく。また、重要地域に立ち入らずとも、来島者の興味対象となる希少な固有
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種を見ることができる箇所の資源保全や見本園・展示施設の整備も検討する。 
 
◆外来種の非意図的導入、属島への拡散の排除 
観光に伴って、外来種が、人の手により持ち込まれることのないよう、普及啓発を徹底

する。そして、小笠原のアクセス拠点である父島、母島への外来種の非意図的導入をまず

排除するため、内地から小笠原への土や植物などの物品の持ち込みに慎重になるよう協力

を求める。また、特に属島への非意図的な拡散を防止するため、立ち入り制限を含めたき

め細かなルールの確立や、それを確実に実行できる設備や体制等の確保について検討を進

める。 
 
◆自然体験活動、ボランティア活動の受け入れ窓口、島外への情報提供 
島外からの自然体験活動やボランティア活動については、基本的に外来種駆除、自然再

生の取組に関する「広報活動」としても位置づけ、小笠原の自然環境の知識があまりない

不特定多数の参加に見合ったカリキュラム（駆除メニュー）を企画・検討し、販売促進を

図っていく。その上で、実施にあたっては、活動の趣旨や注意点を徹底するために、事前

にレクチャー時間を設けるとともに、適切な活動指導や参加者の安全確保ができる指導者

の育成・確保を図る。 
また、修学旅行やエコツアー、現地でのボランティア参加に関する窓口を村役場などの

拠点施設内に設置したり、地元 NPO などの協力によりボランティアのコーディネーター
を確保するなど、総合的な受け入れ環境・体制を検討する。 

 
 
◆「小笠原エコツーリズム協議会」を核としたエコツー推進の仕組みづくり 
村の商工会、観光協会、ホエールウォッチング協会、農協、漁協、地元 NPO、行政機

関などからなる「小笠原エコツーリズム協議会」が核となり、牽引役となって、「小笠原

エコツーリズム推進マスタープラン」をふまえつつ、自然再生事業と充分な連携を図りな

がら、小笠原の魅力を生かした自然環境の保全と再生に資するエコツーリズムを展開して

いく。 
※小笠原エコツーリズム協議会構成メンバー：小笠原村商工会、小笠原村観光協会、小笠原母島観光協会、小笠原ホエール

ウォッチング協会、東京島しょ農業協同組合、小笠原島漁業協同組合、小笠原母島漁業協同組合、小笠原海運株式会社、

NPO法人小笠原野生生物研究会、NPO法人小笠原自然文化研究所、小笠原自然観察指導員連絡会、NPO法人エバーラ
スティングネイチャー、小笠原海洋センター、環境省小笠原自然保護官事務所、国土交通省小笠原総合事務所、東京都小

笠原支庁、小笠原村 
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研  究 

 
１.目標 

●研究成果の活用と情報交流の促進 〔研究者〕 

研究者・研究機関、または行政が実施する研究・調査の成果から得られた情報・知見・

技術を積極的に集約・蓄積して、広く活用し、小笠原の自然環境の保全・再生の取組に資

するとともに、島の取組に還元することを通して、島民の豊かな暮らしに資することを目

指す。また、これらが持続的に行われていくよう新たな仕組みをつくる。 

 
 
２.現状と課題 
○研究成果の蓄積と活用のために 

固有種の生息・生育状況や新たな外来種の侵入状況などに関する最新情報、そしてこれ

らに対する適切かつ有効な取組など、研究者・研究機関、または行政が保有する自然環境

情報・知見・技術を集約・蓄積し、小笠原の取組へと還元して積極的に活用していくこと

が必要である。また、自然再生や保全対策等の事業実施箇所やモニタリングサイトなどに

おける継続的な調査などを通しても、これらの知見等の蓄積を図る。 

 

○研究成果の情報交流のために 

研究成果の還元・普及啓発のための広報誌を発行・配布している取組も一部には見られ、

また、近年では、インターネット等を通した小笠原を研究フィールドとする研究者・研究

機関の間での情報交流などが行われているが、今後、このような場で交わされる情報のう

ち、必要があるものについては、行政も含めた外の主体に適切に発信していくことも求め

られる。 
 
 
３.島づくり、仕組みづくりの方向性 
◆自然環境情報の継続的な収集・蓄積 
今後、小笠原の自然環境の変化を適切に把握・評価できるよう、そのための基礎情報を

得ることを目的として、研究者・研究機関が実施する研究に加えて、事業実施箇所におい

て自然再生がどのように進んでいくかのモニタリング、そして事業実施箇所以外でもモニ

タリングサイトを設け、継続的な調査を通して、小笠原の自然環境情報を収集し、蓄積し

ていく。 
 
◆研究情報の集約、成果の活用 
事業の実施にあたっては、事業実施箇所及びその周辺地域の最新の即地的情報が不可欠

である。このため、地理情報も含めた、情報の蓄積・更新・検索・閲覧等が可能なデータ
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ベースシステムの整備を行うとともに、このデータベースの地元での適切な継続的管理を

行えるようにする。これら既存の情報を有効に活用しつつ、適切な評価を可能とするモニ

タリング手法を検討する。 

また、事業実施にあたって、関連する研究者・研究機関から必要な情報とともに、留意

すべき事項等が把握でき、評価・公表等につなげることができるように、仕組みづくりを

検討する。さらに、研究成果を今後の事業や取組等に活かせるよう、研究者が、いつ、ど

こで、どのような研究を行っているかなどについての情報を集約し、行政も含めた関係者

間で情報共有できるようにしていくことも検討する。 
 
◆研究成果の保全・再生への活用・還元、事業との連携 
研究者が、自らの研究成果を自然環境の保全と再生に関する事業に活用できるよう、あ

らかじめ意識して研究に取り組むことで、研究成果を島に還元する必要がある。一方で、

保全・再生の事業を生態学的野外実験ととらえること等により、事業と研究の連携を模索

することで、相互に成果をあげることを目指す。特に順応的管理の実施、事業地以外での

中長期的なモニタリングの実施といった点については、研究者の役割が大きい。さらに、

これらの研究成果は島の地域社会、とくに教育や産業（観光等）にも還元される必要があ

る。 
また、研究者は、自らの研究分野についてはもちろんのこと、属島に足を踏み入れる機

会も多いことから属島への外来種の新規侵入を発見するなど、島民も気づかない新たな自

然の変化に気づき警鐘を鳴らす役割が期待される。これらを通報し、共有するシステムの

確立を図る。 
 

◆総合的な研究の推進 
小笠原は、その自然環境の特殊性から、多くの自然系研究者が研究フィールドとして活

用し、すでに研究者間のつながりもある。これを生かし、小笠原における研究者の連携に

よる総合的な調査研究を行うなど、より深い連携を実現する必要がある。また、これらの

総合的研究は、保全・再生に還元されるものである必要がある。 
 
◆研究を進める上での留意事項 
研究者は属島に足を踏み入れる機会も多いことから、フィールドへの外来種の非意図的

導入を防ぐことは当然の義務である。特に国内外の熱帯、亜熱帯など小笠原と類似した環

境下でフィールド調査を行っている場合、その危険性は一般島民や観光客とは比較して格

段に高い。従って、十分な対策が必要である。例えば、研究者間の試行的な取組として、

それぞれの研究分野で注意すべき知見を集積し、「研究者の自主ルール」を整理し、先行

的に実施していくなど、属島への影響の最小化につとめなくてはならない。 
また、研究とはいえ、その内容によっては事業実施と同様に様々な自然環境への影響を

生じる可能性は高い。したがって、その内容に応じて事業実施と同様の環境配慮、合意形

成なども必要となる。 
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◆様々な研究機関・研究者間の連携を可能にする仕組みづくり 
小笠原の自然環境に関する調査研究に携わる島内外の様々な研究機関・研究者間の連携

のハブとして機能し、自然環境情報を一括で収集・蓄積し、そしてそれを活かして固有種

保護や外来種対策への一貫した取組・監視などを実施していくことができる仕組みづくり

を検討する。 
そして、将来的には、ガラパゴスのダーウィン研究所のような「連携の中核拠点となる

研究機関」の組織化を目指し、この連携拠点となる機関が研究機関・研究者間のハブとし

て、また、研究者と行政や島内社会との窓口として機能することによって、個々の調査研

究や各種活動などが効果的かつ効率的に進められ、さらに、それらが行政施策や地域の産

業活動などに効果的に還元されていくことを目指す。 
また、属島への新たな外来種の侵入などのように緊急対応が必要な際に適切かつ早期に

対応できるよう、警告を発信できる情報伝達、早期段階での駆除や自主ルール化などをは

じめとした対応の意思決定と取組実施を図ることができる一連の仕組みづくりも検討す

る。 
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行  政 

 
１.目標 

●自然環境の保全・再生のための事業の着実な推進と順応的管理の実施〔行政〕 

「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」に基づいた各種事業や調査を着実

に実施していくとともに、各種事業による成果の確認と新たな知見を踏まえた計画の順応

的な見直しを行っていくこととし、そのための仕組みを確保する。 

●事業や調査の実施に際しての環境配慮の徹底 〔行政・施工業者〕 

自然環境の保全・再生のための事業など、自然再生事業を含む各種の事業や調査につい

ては、本来の目的の達成のみならず、目的外の負の影響を回避・最小化する必要があるこ

とから、事前の慎重なチェック、実施段階での配慮の徹底、事後の確認とモニタリングな

どを、各実施主体が責任をもって確実に実施する。 

●自然環境の保全と再生に関する積極的な情報発信 〔行政〕 

自然環境の保全と再生は、小笠原の価値を将来に継承し島民の豊かな暮らしを持続して

いくうえで極めて重要であることを、島民や来島者に伝えていくため、これらに関する事

業や調査に関する情報を積極的に発信していく。 

●自然環境の保全と再生を進める見地からの法制度等の見直し 〔行政〕 

小笠原における現在の法律による指定制度や条例などは、自然環境の保全と再生を進め

るため充分なものとなっておらず、これらを見直して各種事業を速やかに進め、自然環境

の保全と再生を着実なものとする。 

 
 
２.現状と課題 
○基本計画の着実な推進と計画の順応的な見直しのために 

基本計画の検討過程においては、小笠原に関わりの深い多分野の専門家や地元関係団

体、関係行政機関等の参加を得て「小笠原自然再生推進検討会」を設置し、情報の相互交

流を深めながら、小笠原における自然環境の保全と再生についての基本的な考え方と、特

に外来種対策に関する具体的取組に対する技術手法と対処方針をとりまとめることがで

きた。 

しかし、基本計画はあくまで基本的考え方等を示したに過ぎず、個別の事業や調査の実

施に当たっては、今後も引き続き実施計画段階での検討が必要となる。また、基本計画は

事業や調査の結果を踏まえて順応的に見直していくことを前提として作られており、完全

かつ硬直的なものではない。 

したがって、基本計画策定後においても、役割分担に関する相互調整や適切な情報交流

のもとで、実施計画段階での検討が早急に実施される必要があり、また、基本計画の見直

しを新たな知見に基づいて継続的に行っていく仕組みも確保する必要がある。 
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○事業・調査における環境配慮の徹底のために 

小笠原で実施される各種の公共事業や調査は、島民の豊かな生活環境の確保のために不

可欠であるものの、脆弱な小笠原の自然環境を維持するためには、事業・調査の実施にあ

たって、貴重な自然環境の保全と外来種の非意図的導入の排除について徹底する必要があ

る。 
特に外来種の問題については、事業・調査の全般にわたって、たとえそれが自然再生事

業であったとしても、鉄パイプなどの資材にグリーンアノールが潜み、属島に運搬してし

まうような外来種拡散についての危険性が指摘されていることから、徹底した配慮の実施

と事後の確認が必要である。 
 

○自然環境保全・再生事業・調査に関する積極的な情報発信のために 

基本計画の検討をきっかけとして、環境省は「小笠原の自然再生」に関するホームペー

ジを開設し、基本計画の検討の経緯や小笠原に関する自然環境情報等の発信に努めてき

た。また、環境省のみならず、林野庁、東京都、小笠原村等の各関係行政機関はそれぞれ

の立場から、事業や調査の実施に先立った地元説明会の開催、広報やリーフレット等の配

布、シンポジュウムや勉強会、意見交換会の開催などを実施している。 
今後は、島民ばかりでなく来島者に対しても、より積極的な情報発信が必要であり、さ

らに、各主体の共同・連携による効果的な情報の発信手段と相互交流の機会を確保してい

く必要がある。 
 
○法制度等の見直しによる自然環境の保全と再生の着実な推進のために 

小笠原における自然環境保全にかかる法指定は、自然公園法に基づく国立公園、自然環

境保全法に基づく原生自然環境保全地域（ただし南硫黄島のみ）、鳥獣保護法に基づく鳥

獣保護区、種の保存法による国内希少野生動植物種、外来生物法による特定外来生物、文

化財保護法による天然記念物、森林法による保安林の指定がある。加えて国有林の制度と

して保護林（森林生態系保護地区）の指定がされており、森林法により森林計画も定めら

れている。しかしながら、これらの中には、小笠原の自然環境の保全と再生を円滑に実施

する上で不十分なものも多い。例えば国立公園では生物多様性の保全上重要な地域を十分

に保護していないケースも見られ、また、森林法やその他の指定では、場合によっては外

来種駆除の障害になる規定になっているケースもある。従って、これらについては見直し

て、必要な修正を講ずる必要がある。 

また、アカギのケースに代表されるが、小笠原の特殊性で、民有地の所有関係が著しく

複雑化しているため、民有地の外来種駆除が難しい場合も多い。このような場合でもスム

ーズな駆除が可能なよう、例えば条例を策定するなど、法令面からも対策を検討する必要

がある。小笠原の場合、本州の在来種が外来種になるため、外来生物法で対応できない種

も危険な場合がある。このような場合も、小笠原独自のこととして、条例などの対応が求

められるであろう。 
 
 



 

129 

３.島づくり、仕組みづくりの方向性 
◆事業・調査に関する実施計画の検討 
基本計画において島ごと及び外来種ごとに検討された対応方針に従い、特に緊急的・重

点的対策の必要性が確認された対象・地区に対しては、実施主体ごとに事業・調査の実施

時期、実施方法、モニタリング・評価手法等を検討し、より具体的な調査・事業の実施計

画を作成する。作成にあたっては、実施主体間での充分な調整・連携を進めるのみならず、

専門家や島民の関与を得て進めることとし、そのための協議を行う場を確保する。 

 
◆基本計画の適切な見直し・更新の実施 
「小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画」は、現時点までの知見の蓄積と事

業成果に基づいて検討されたものである。そのため、今後実施される各種の事業・調査の

成果を踏まえて、見直し・更新が行われることを前提として策定された第一段階の計画で

あり、不完全かつバラツキのある内容となっている。 
したがって、今後の計画の見直し・更新に当たっては、特に以下に示す部分については、

重点的に補完・修正・追加を行っていく必要がある。 

○自然再生事業の達成目標の明確化：例えば 5年、10 年後に、何をどの程度（根絶、

ゼロ密度抑制、持続的抑制など）減らすといった明確な目標を設定して、事業を

進めるものとする。 

○固有種の保護・管理に関する指針の充実：固有種のうち、特に絶滅の危険性が高

い種に対しては保護・増殖・再導入等に関する技術指針を明確にするとともに、

その実現を支える仕組みについても検討する必要がある。 

○新たに発見された侵略的外来種影響の反映：これまでの知見では不明確であった

外来種の影響が、特定の場所や種に対して極めて侵略的であるといった事実が明

らかになる場合も多いことから、このような場合には緊急性等も考慮した柔軟な

対応が必要である。 

 
◆事業・調査の順応的管理 
各種の事業実施箇所では、事前にデータを取得し、自然環境の再生状況をモニタリング

していくが、それらの評価を事業にフィードバックし、事業内容を柔軟に見直すことによ

り、事業の順応的管理の実施を徹底する。 
 
◆事業・調査の特性に応じた環境配慮措置の検討と実施 
各種事業の施工にあたっては、行政（施工業者）は、生態系を破壊しないよう慎重かつ

丁寧に実施することとし、その事業・調査の特性に応じて環境に配慮すべき措置を検討し、

施工計画へと反映する。施工業者は、実施にあたって、これらの環境配慮措置を遵守する

とともに、行政は、専門家等の協力を仰ぎながら、適切な情報提供や自然環境教育の拡大

を図り、施工業者の一人ひとりの作業員の自然環境に対する理解の徹底を促す。そして、

行政は、環境配慮措置が適切に実施されているかチェックする。配慮措置としては、例え

ば、地域内での種苗・現地産資材を使用する、外来種の非意図的導入を絶対に避ける、必
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要な範囲内で慎重に機械を用いるなどが考えられる。 
東京都では、「公共事業における環境配慮指針」を策定し、現在、小笠原支庁では、こ

のような環境配慮措置に関するテキストを作成しており、ここでの知見を参考としつつ、

小笠原における統一的な事業・調査での環境配慮ガイドラインの確立に向けて検討・調整

していく。 
 
◆外来種の非意図的導入、属島への拡散の排除 
事業・調査の実施にあたっては、小笠原のアクセス拠点である父島、母島への外来種の

非意図的導入を抑制するとともに、属島などへの外来種の非意図的な拡散の危険性を徹底

的に排除する。そのために、特に工事に伴う資材の搬入にあたっては、行政及び施工業者

は、持ち込む資材の入念なチェック、海水などによる洗浄、地面接触の回避、消毒された

土壌のみの使用、外来植物種の使用回避など、非意図的な導入・拡散のために必要な配慮

措置を洗い出し、実施を徹底するとともに、検疫システムの導入など、入口箇所での適切

な予防策を検討する。 
 
◆事業・調査に関する情報・技術の蓄積・更新、主体間の共有化 
小笠原の環境保全・再生に向けて実施した事業・調査に関する情報・技術を蓄積してい

き、以降に実施されている事業・調査に有効に反映させるようなシステム化を検討する。

それとともに、例えば緑化事業などにあたって、外来植物の危険性の予防措置となる「外

来植物リスク評価システム（WRA）」など有効な手法などの積極的な活用を進めていく。 

各種の事業・調査に関する情報は、地域住民や来島者に対しては広く公開することによ

り、合意形成・理解促進・協力要請等に積極的に活用していく。 

一方、関係行政機関や専門家の間では、相互の情報の共有化を強めることにより、各種

事業の横断的な進捗状況と相互の影響確認を行うなど、小笠原における保全再生事業・調

査全体の連携を可能にする仕組みを検討する。特に、事業・調査を実施する前には、様々

な立場の専門家を交えた情報共有・総合調整を行える仕組みづくりを進める必要がある。

また、必要に応じて、行政間が連携して事業・調査を効果的・総合的に実施していくとと

もに、島民等による事業・調査への参加を推進する。 

 
◆法等による指定の見直し、条例化などの対応 

国立公園などの地域指定については、現在の小笠原における自然環境の保全と再生を進

めるべきものとして見直し、修正するべきものは早急に修正することが必要である。また、

様々な課題に対処するため、場合によっては、技術面ではなく、制度面での対応が必要な

ことが多い。この場合、条例化などの対応も含めて検討を進める。 
 
 
◆行政間での事業・調査の相互調整・情報共有の仕組みづくり 
さまざまな行政機関が各種の事業・調査を連携して実施していくためには、行政間や関

係者の相互調整の場を確保し、情報の共有化を進めるとともに、事業や調査の結果を踏ま

えて基本計画の見直しを継続的に行う仕組みを確保する。 
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《計画の推進に向けて》 

本計画は、小笠原に関わる各行政機関や専門家の参画を得て、小笠原における外来

種対策についての基本的考え方と、具体的取組に対する技術手法及び対策の方針をと

りまとめたものである。 

今後は、小笠原における自然環境の保全と再生に向けた取組については、本計画に

基づき、各主体が適切な役割分担と緊密な連携を図りながら、着実に推進していく必

要がある。 

そのためには、個別の事業や課題解決に向けた取組の実施に先立って、情報の共有

化と相互調整などを行う場が必要であるとともに、各種事業の実施に当たっては、自

然環境の適正なモニタリングと評価による達成状況の確認と順応的管理が求められ

ている。 

また、日本政府は平成１９年１月、世界遺産条約に基づき、小笠原諸島を世界自然

遺産とするべく、暫定リストに記載した。遺産登録に向けて、外来種対策が最大の課

題とされており、関係行政機関、地域団体、専門家等が中心になって、本計画を適切

かつ効率的に実施していくことが求められる。 

この暫定リストへの記載に先立ち、小笠原諸島の自然環境の保全管理に向けた一元

的な協議機関として、環境省や林野庁、東京都、小笠原村により「小笠原諸島世界自

然遺産候補地地域連絡会議」と「小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会」の２つ

の会議が設置された。今後は、これらの会議において、世界自然遺産地域としての地

域管理計画を検討していく予定であり、本計画についてはこの管理計画の土台として

新たな検討が継続されていくことを期待するものである。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原の自然環境の保全と再生に関する基本計画 

平成 19 年 3 月 

環 境 省 

 

－問い合わせ先－ 

環境省小笠原自然保護官事務所 

〒100-2101 小笠原村父島字西町 ガゼボ２階 

TEL ：04998-2-7174 

FAX ：04998-2-7175 

電子メール：KOEN-KANTO@env.go.jp 
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