「世界遺産暫定一覧表（暫定リスト）
」の提出から１年が経過し、小笠原諸
島の世界自然遺産への推薦・登録に向けて、色々な取組が行われています。

世

界自然遺産推薦に向けて、平成 19 年度に行われた取組を紹介します。

小笠原の世界自然遺産への推薦・登録を目指して、
「地域連絡会議」
や「科学委員会」では、推薦のために必要な様々な検討を行ってい
ます。平成 18 年度には、これらの会議による検討をふまえ、
「小笠
原諸島」は我が国の暫定リストへ記載され、提出されましたが、平
成 19 年度は、推薦時にユネスコの世界遺産委員会事務局に提出す
る「推薦書」や「管理計画」について、検討が進められました。
また、推薦までにしっかりと取り組むべき課題とされている外来
種対策については、これらの会議で検討された後、関係者による取
組が進められています。
このニュースレターでは、このような小笠原の世界自然遺産推
薦・登録に向けた平成 19 年度の取組について、ご報告します。ま
た、アカガシラカラスバト PHVA 実行委員会が主催した「アカガ
シラカラスバト保全計画づくり国際ワークショップ」や、東京都と
首都大学東京による南硫黄島の自然環境調査について紹介していま
す。
▲ アカガシラカラスバト
ホームページ『小笠原自然情報センター』について

小笠原の世界自然遺産登録、自然再生に関
する総合的なホームページ「小笠原自然情
報センター」を設置しています。
会議での検討結果や、自然再生事業の進捗
状況、各種パンフレット、地図情報などを
掲載しています。
是非、ご活用ください。
『小笠原自然情報センター』
http://ogasawara-info.jp/
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世

界自然遺産推薦・登録までの流れ

平成 19 年１月に、
「小笠原諸島」は我が国の「世界遺
産暫定一覧表（暫定リスト）」へ記載され、ユネスコに提
出されました。
その際に、学識経験者からなる「小笠原諸島世界自然
遺産候補地科学委員会」から、
「概ね３年程度しっかりと
外来種対策に取り組み、３年後を目途にした推薦書提出
への歩みを着実に進めることを期待する」との助言を受
けています。
また、重要な地区の一部は、いまだ十分な保護担保措
置がとられていないことから、世界遺産への推薦の前に
▲

こうした課題を解決していく必要があります。

世界自然遺産第１号登録地のガラパゴス諸島

現在、世界自然遺産推薦への準備として、推薦書や管理計画の検討を行うとともに、外来種対策や保護
担保措置などの小笠原が抱える個別の課題についても、解決のための取組を行っています。

１年経過

平成 19 年 1 月

現在

世界遺産委員会事務局（ユネスコ）への暫定リスト提出

推薦へ向けた準備（概ね３年間）
◆推薦書の検討・作成
◆管理計画の検討・作成
◆小笠原が抱える個別の課題への対応
★外来種対策
★その他
（固有種保全、保護担保措置など）

推薦年の 1 月

世界遺産委員会事務局への推薦書・管理計画の提出

※平成 22 年を目指す

IUCN による現地調査

推薦翌年の 7 月

世界遺産委員会の審査

※平成 23 年を目指す

世界遺産への登録
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推

薦・登録を目指して、会議が開催されました。

平成 19 年度は、平成 18 年度に引き続き、地元関係団体による「小笠原諸島世界自然遺産候補地地域連
絡会議」や学識経験者による「小笠原諸島世界自然遺産候補地科学委員会」が開催され、小笠原の貴重な自
然を適切に管理運営するための検討が進められました。

管理のあり方を検討、連絡・調整

地域連絡会議

科学委員会
科学的見地から
必要な助言

管理機関(事務局)
遺産地域の管理にあたる行政機関
(環境省、林野庁、東京都、小笠原村)

▲

科学委員会での検討の様子

地域連絡会議とは
●地域連絡会議では、小笠原の適正
な管理のあり方の検討や関係機関
の連絡・調整を行っています。
●平成 19 年度は、２回の地域連絡
会議を開催し、管理計画などにつ
いて検討しました。

「地域連絡会議」参画団体名簿
・小笠原島漁業協同組合

・小笠原村商工会
・小笠原村観光協会

・小笠原母島漁業協同組合

・小笠原母島観光協会

・東京島しょ農協（父島・母島）

・小笠原ホエールウォッチング協会

・NPO 小笠原野生生物研究会

・NPO 小笠原自然文化研究所

科学委員会とは
●科学委員会は、13 名の学識経験者から構成され、小笠原の世界自然遺産としての価値や自然環境
の保全・管理について、科学的な見地から検討を行っています。
●平成 19 年度は、２回の科学委員会を開催したほか、
「科学委員会

外来種対策・自然再生部会」を

設置し、
「小笠原自然再生推進検討会」で行っていた外来種対策・自然再生に関する検討を引き継い
で行いました。

平成 19 年度に検討したこと
●地域連絡会議や科学委員会では主に次の項目について議論・検討を行いました。
【会議での主な検討事項】

■推薦書の骨子案について
■管理計画の骨子案について
■外来種対策・自然再生事業の報告
■その他
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推薦書・管理計画の検討
世界遺産の推薦にあたっては、候補地（遺産地域）
の価値や保護管理体制を記述した「推薦書」を、政
府からユネスコの世界遺産委員会事務局へ提出しま
す。また、推薦書とともに提出する「管理計画」は、
世界自然遺産推薦にあたって、候補地（遺産地域）
の自然環境を将来にわたり適切に保全・管理してい
くことを目的として策定される計画のことです。

●推薦書について
科学委員会では、①世界遺産登録基準への適合、
②他地域との比較、③十分な範囲の包含などとい
った観点から、推薦書の検討を進めています。遺
▲

産としての価値づけや情報整理の方法について、

知床の推薦書(左)と管理計画(右)(表紙)

検討や助言が行われました。
「推薦書」の内容
◆推薦地の説明
◆価値の証明（地形地質、生態系、生物多様性）
◆保全状況と影響要因（固有種・希少種の分布状況、外来生物の現状とこれまでの対策状況）
◆保護管理（法的担保措置、管理計画、普及啓発に関する方針と計画 など
◆モニタリング

●管理計画について
管理計画について、科学委員会では、遺産の区域外においても外来種拡散防止等の取組を推進する
ことや、管理計画の柔軟性を確保することなどの重要性が指摘されました。また、地域連絡会議では、
管理のための仕組み・体制づくりの必要性が指摘されました。
なお、小笠原においては、外来種問題という大きな課題に対して、短期的な実施計画である「アク
ションプラン」の提出も予定されています。アクションプランでは、長期目標、対策の具体的方針の
ほか、駆除に関する一定の実績を踏まえて、継続的・順応的管理ができる仕組みを示すことが必要で
す。このアクションプランについても検討を進めています。
「管理計画」の内容
◆目的
◆管理の枠組み
（基本方針、保護地域制度等の概要、計画に基づく人為的影響是正の取組、管理体制）
◆管理の方策
（基本方針、島毎の生態系保全、新たな外来種の侵入予防措置、島民のくらしと理解醸成、エコ
ツーリズムなど自然の適正な利用、調査研究と情報の提供・活用、公共事業等での環境配慮）
◆計画の実施その他の事項（計画の実施等、地元自治体の取組）
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外来種対策の実施
小笠原では多くの外来種の影響などにより、固有種、希少種の減少や自然環境の劣化が深刻化していま
す。このような外来種への対応を図っていくため平成 19 年に環境省が策定した「小笠原の自然環境の保
全と再生に関する基本計画」に基づき、関係する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ます。

●兄島でのノヤギ排除
●東京都では、平成 16 年度から兄島でノヤギの排除を
行っています。
●平成 19 年度は、これまでの追い込みや罠、柵の設置
による排除に加え、銃器も使用し６１頭を排除しまし
た。
●兄島は聟島列島と比べ、面積、植生等の状況が異なり、
排除作業は非常に難しい面がありますが、これまでの
4 年間の取組により、現在は、船上からのノヤギ確認
は出来ず、根絶寸前にまで排除が進んできています。

▲

ノヤギ

▲

グリーンアノール排除柵
（左：母島南崎 右：母島新夕日ヶ丘）

▲

ノブタ

●父島・母島でのグリーンアノール対策
●これまで、父島・母島から属島へのグリーンアノール
の拡散防止のため、特に二見港周辺での駆除、監視、
普及啓発活動を行ってきました。この他、大村、清瀬、
宮ノ浜、奥村の各集落で、ボランティアによる捕獲も
行っています。
●あらたに、母島の新夕日ヶ丘と南崎（ネコ兼用）に、
グリーンアノール排除柵を設置しました。柵内ではア
ノールの排除を進めており、希少昆虫のサンクチュア
リーとする計画です。

●弟島でのウシガエル・ノブタ駆除
●これまでの駆除によって、ウシガエルはほぼ根絶しま
した。平成 18 年度からはノブタの駆除を開始してい
ます。
●平成 19 年度はワナや待機射撃によってノブタの駆除
を継続して実施しました。餌場周辺に設置した自動撮
影カメラの記録にもノブタは写らず、ノブタの個体数
は根絶寸前まで減少していると考えられています。
●また、希少昆虫相回復事業の検討を開始しました。
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●母島でのアカギ駆除
●林野庁では、平成 14 年度から母島の国有林内でアカ
ギの駆除を実施しています。平成 19 年度は、平成 14
～15 年度に駆除を実施した地域で、駆除後に生長し
た稚樹や幼樹の抜き取りなどを行いました。同時に、
より生態系に負荷を与えない駆除手法を検討しました。
●また環境省では、民有林での駆除を実施し、平成 19
年度までに母島東台・西台で、除草剤の樹幹注入によ
り、地権者の了解が得られなかった一部を除き、成木
の根絶を達成しています。また、これに加え、農地で
のアカギ枯殺方法の実演会や木工教室など、アカギ対
策の普及啓発活動も実施しました。

▲

アカギ巻き枯らしの様子

●モクマオウ駆除
●モクマオウについては、これまで環境省が兄島で実験的駆除を行ってきました。
●平成 19 年度には、こうした駆除に加えて、林野庁が母島南崎で、NPO 小笠原野生生物研究会が
父島長崎地区において、モクマオウとリュウキュウマツの駆除を実施しました。
●こうした駆除により、少しずつ、本来の乾性低木林の景観が取り戻されてきています。

▲

モクマオウ駆除前の様子（父島長崎）

▲

モクマオウ駆除後の様子（父島長崎）

●その他の取組
●父島東平や母島南崎において、これまでに引き続き、ネコの捕獲を実施しました。南崎に設置した
柵内では、オナガミズナギドリなどの海鳥類が繁殖を再開したことが確認されています。
●陸産貝類に大きな影響を与えるニューギニアヤリガタ
リクウズムシについては、対策のための調査・手法の
検討を実施しました。
●ボランティアによる外来植物の駆除も行われています。
平成 19 年度は、島民や内地からのべ 100 名以上が
ボランティアとして活動に参加し、南島のシンクリノ
イガ、母島のアカギ、父島のモクマオウ・ギンネムな
どの駆除作業を行いました。
●南島や父島の東平では、小笠原中学校による外来種除
▲

去体験活動が行われています。
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駆除活動の様子

南硫黄島自然環境調査の実施
小笠原の世界自然遺産登録に向け、遺産としての価値を証明するため、今な
お手付かずの自然が残っていると言われていた南硫黄島の自然環境調査を、東
京都と首都大学東京が連携して実施しました（調査期間：平成 19 年 6 月 16
日～6 月 28 日）。これは、昭和 57 年に環境庁（現

環境省）が実施して以来、

25 年ぶりの調査となります。

●南硫黄島について
南硫黄島は、熱帯・亜熱帯性の植生、
海蝕地形や海鳥の生息に特徴があります。
また、急峻な地形や自然環境の厳しさか
ら、小笠原で唯一人為の影響を受けてい
ない島です。このため、自然環境保全法
により原生自然環境保全地域に指定され
るなど、手厚く保護が図られています。
▲

南硫黄島（全景）

▲

南硫黄島の位置

●調査結果について
今回の調査では、動植物及び地質の現況について調査するとともに、種の分化・進化の過程を研究
するためのサンプルも多数採取しました。
主な調査の結果
（１）４種の未記載種（新種）と思われる陸産貝類を発見
（２）絶滅危惧種 クロウミツバメ（小笠原固有種）の生態の
貴重な映像を収録
（３）単斜輝石の大型斑晶が濃集した極めて珍しい玄武岩の存
在を確認
（４）絶滅危惧種 オガサワラオオコウモリ（小笠原固有種）
をはじめ、人為の影響がない本来の生態を確認

▲

クロウミツバメの繁殖を確認
（写真

▲

陸産貝類の新種
（写真

千葉聡）

▲

タコノキの実を食べるオガサワラ
オオコウモリ（写真 柳瀬雅史）

▲

柳瀬雅史）

単斜輝石の大型斑晶が濃集した
玄武岩（写真 中野俊）

今後、学術的に詳細な分析を加え、
「推薦書」に盛り込み、世界自然遺産登録を目指していきます。
また、平成 20 年 10 月には小笠原でシンポジウムを開催する予定です。ぜひ、ご参加ください。
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保護担保措置の検討
保護担保措置の充実についても、検討が進められています。林野庁では、平成 19 年度に学識経験者や
関係行政機関からなる「森林生態系保護地域 保全管理委員会」を設置し、効果的な外来種対策や利用のル
ールなどの検討を進め、平成 20 年３月、小笠原諸島の国有林を森林生態系保護地域として適切に保全管
理していくための総合的な指針として「小笠原諸島森林生態系保護地域 保全管理計画」を策定しました。
また、環境省では、小笠原国立公園計画の再検討も進めています。

～自然保護の取組紹介～

アカガシラカラスバト保全計画づくり国際ワークショップ
アカガシラカラスバトの保全を目的とした「アカガシラカラスバト保全計画づくり国際ワークショッ
プ」が、父島において開催されました（開催日程：平成 20 年 1 月 10 日～13 日）。
国際自然保護連合 種の保存委員会 野生生物保全繁殖専門家グループ（IUCN/SSC/CBSG）や NPO
小笠原自然文化研究所など民間の関係者が中心となって企画し、関係行政機関や団体による財政面も含
めた支援を受け、様々な関係者がそれぞれの立場を越えて一堂に会して実施されました。参加者は総勢
120 人で、島内からの参加は 60 人、海外も含め全国から 60 人の参加がありました。ワークショップ
では、本種の保全目標を定め、目標達成のための行動計画を作成しました。

アカガシラカラスバトについて
●アカガシラカラスバトは、小笠原諸島の固有亜種であり、40
羽程度が生息すると推定され、絶滅が心配されています。
●現在、関係機関により、人工繁殖やサンクチュアリーの設定な
ど、保全のための取組が行われています。
●一方で、こうした関係者が集まり、保全の全体計画を検討する
機会はありませんでした。
▲

アカガシラカラスバト

▲

ワークショップの様子

ワークショップについて
●今回、関係者や海外の専門家などが初めて一堂に会し、絶滅確率
等のシミュレーションを基に、本種を絶滅から回避するための方
策が話し合われました。
●保全目標として、
「飼い主のいないネコを山の中からなくすこと」
「保全に必要な情報の整理・共有のしくみづくり」などが定めら
れ、これらの保全目標に対し、
「地域住民」
「行政機関」
「研究者」
など行動主体ごとの行動計画が作成されました。

お問い合わせ先

環境省では、皆様のご意見を募集してい
ます。右記の「お問い合わせ先」に電話・
FAX・E メールにて、ご連絡ください。
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環境省小笠原自然保護官事務所
TEL ：04998-2-7174
FAX ：04998-2-7175
環境省関東地方環境事務所
TEL ：048-600-0816
FAX ：048-600-0517
Email：REO-KANTO@env.go.jp

