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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） 
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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。 

 




