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小笠原諸島聟島列島におけるネズミ駆除の効果 

 

東京都小笠原支庁 

土木課自然環境担当 

宇佐美裕太 

Ⅰ はじめに 

 東京都小笠原支庁では、小笠原諸島聟島
むこじま

列島の 媒
なこうど

島
じま

と嫁
よめ

島
じま

において、「植生回復事業」

の一環として、外来ネズミ類の根絶を目標とした駆除事業を実施した。本稿では、両島にお

けるクマネズミ駆除の実施状況と、それによる自然環境の変化について報告を行う。緑化と

は異なり元々そこにあった自然を回復させる取り組みではあるが、ダイナミックな島嶼生

態系におけるネズミ駆除の事例を通し、生態系の一部としての緑を考えることの一助にな

れば幸いである。 

 

Ⅱ 経緯と対象地 

 １ 聟島列島について 

 2011 年 6 月に世界自然遺産に登録された小笠原諸島は、東京の約 1,000 km 南に位置

する亜熱帯の海洋島である。小面積の島々からなる群島で、最も北に位置するのが聟島列

島である。最寄りの有人島である父島からは 60㎞ほど離れており、航行には漁船で 3時

間程度かかる。今回紹介する聟島、媒島及び嫁島はいずれも全域が小笠原国立公園に含ま

れ、中でも特別保護地区に指定されている地域である。 

 

図１ 対象地の位置図（太字は 1968年時点でノヤギがいた島）  
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 ２ 植生回復事業の経緯 

聟島列島では開拓民が移住し、明治時代には農業・牧畜が盛んに行われた。しかし太平

洋戦争時の疎開により 1944年以降は無人島となり、この時残されたヤギが野生化し、食

害や踏圧により島の植生破壊が進んだ。特に媒島では荒廃の傾向が強く、土壌が表出した

箇所では土砂流出が発生するようになり、袋港は流入した赤土で濁り、サンゴをはじめと

する海洋生物に影響が出ている。 

   

写真１ 媒島のノヤギ（1991年）         写真２ 媒島空中写真（2018年） 

  

写真３ 媒島の風景（2018年）         写真４ 嫁島の風景（2019年） 

 

そこで東京都小笠原支庁では、聟島列島の生態系の回復を目的として 1994年より植生

回復事業に着手し、ノヤギ対策（1997 年～2003 年までに 3 島で 1438 頭を排除し完了）、

外来植物駆除、土砂流出対策などに取り組んだ結果、大型海鳥類の個体数回復や、崩壊地

面積の縮小といった一定の成果を得ている（図 2、3）。 

近年では、植生回復の阻害要因として新たに注目されていた外来ネズミ類の駆除を実

施した。ネズミ類（聟島列島ではクマネズミのみ）は雑食性であり、木本植物の種子や実

生、草本植物を食害し直接的な植生へのダメージを与えるほか、海洋から陸への栄養を循

環させている海鳥類の繁殖を阻害し、有機物の分解者である陸産貝類、甲殻類、昆虫類ら

を食害するなど間接的な影響も含め、島の植生に対して計り知れないインパクトをもた
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らしている。 

 

  
図２ 聟島列島におけるクロアシアホウドリの繁殖数の推移   写真５ クロアシアホウドリの親子 

 

 

図３ 遷移媒島（137ha）のノヤギ排除前後の面積区分の遷移 1）  
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Ⅲ 事業内容 

 １ 実施方法 

 （１）全島散布 

   媒島は 2018年度、嫁島は 2019年度に殺鼠剤全島散布によるネズミ駆除を実施した。

聟島は環境省により 2011年度に先行して駆除が実施されている。媒島と嫁島において

は、殺鼠剤の人力手撒きを主な手法として採用し、人力でのアクセスが難しい崖部や離

岩礁はドローンを使用した（写真 6・7）。殺鼠剤は小笠原での使用を前提とした毒性の

試験評価が実施されており、聟島等での使用実績のあるダイファシノン製剤を用いた。 

 （２）継続的な駆除 

   散布後の残存個体を想定し、毒餌箱（ベイトステーション）に継続的に殺鼠剤を充填

し、駆除圧を掛け続けている。また、センサーカメラ 0.5台/ha程度を島内になるべく

均等に配置し、残存したネズミの有無をモニタリングしている（図 4）。 

 
 

媒島 嫁島 

面積 137ha 61ha 

実施時期 2018.9（夏） 

2019.2（冬） 

2019.7（夏） 

2019.9（秋） 

殺鼠剤散布方法 手撒き ＋ ベイトステーション 

離岩礁・崖地はドローン散布 

殺鼠剤の使用量 計約 8.7ｔ 計約 4.3ｔ 

殺鼠剤の散布密度 20kg/ha（夏） 

40kg/ha（冬） 

40kg/ha（夏） 

20kg/ha（秋） 

センサーカメラ 61 台 42 台 

表１ ネズミ駆除実施方法 

  

写真６ 手撒き散布状況            写真７ ドローン散布状況 

ベイトステーション 

殺鼠剤（10g包） 
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図４ センサーカメラ設置位置図（左：媒島、右：嫁島） 

 ２ 結果 

  2022年 1月現在、散布完了月から起算し、媒島は 2年 10か月、嫁島は 2年 2か月間継

続してクマネズミは確認されていない（図 5）。このことから、本事業では、少なくとも

外来ネズミ類の低密度化に成功したと言えるだろう。父島の属島である人丸島（9ha）や

瓢箪島（5ha）では、駆除後 3年以上が経過した後にネズミが再確認された事例があるが、

今回の媒島・嫁島ではセンサーカメラを多数配置していることなども踏まえ、3年経過を

目途に根絶が達成されたものと判断し、最小限のモニタリング体制へと移行する予定で

ある。 

  

図５ センサーカメラにおけるネズミ類の撮影率の推移（左：媒島、右：嫁島） 

 

Ⅳ ネズミ駆除の効果について 

 小笠原支庁では、クマネズミからの解放が影響を与えるであろう分類群について、駆除の

開始段階よりモニタリングを行っている。島の生態系は現在も変化の最中にあると考えら

れるが、駆除後 3年の経過を目前に控え、クマネズミの影響を大きく受けていた一部の分類

群では既に回復傾向が見られているため、経過を報告する 2）3）。 

 

 １ 木本植物の稚樹・実生の増加 

  媒島の屏風山に残存している森林は、固有の昆虫類や陸産貝類が生息しており、荒廃し
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た媒島において貴重な在来林である。この屏風山において稚樹・実生の量を調査したとこ

ろ、特に 2020年にタコノキの実生の増加が確認できた（図 6、写真 8）。タコノキはクマ

ネズミにより、実が激しく食害を受けていた樹種である。媒島においてネズミ駆除が実施

されたのは 2018年度であるが、小笠原諸島は 2018年の大規模な渇水や、2019年 10月の

大型台風があったことが影響した結果、2020年に多数発生したと考えられる。 

 

図６ 媒島屏風山における稚樹・実生調査の結果      写真８ タコノキ実生の生育状況 

 

 ２ 草本類の増加 

  木本類に比べ、生活史の短い草本類ではネズミが駆除されたことへの反応も早いと考

えられる。増減を調べるための詳細なモニタリングは実施していないものの、オガサワラ

アザミ、キケマン、ギシギシなどは目視感覚でも増加が顕著であることを報告しておく。 

  
写真９ クマネズミに食害されていた草本植物の例 

ギシギシを食べるクマネズミ 食害されたオガサワラアザミ 

その後実生が多数発生 

ネズミ駆除後は熟すようになった 

食害されたタコノキ果実（ネズミ駆除前） 
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写真１０ ネズミ駆除後に増加した草本植物の例 

 

 ３ 小型海鳥類の増加 

 海鳥類の繁殖状況について、ノヤギ駆除以降 3 年に一度程度の頻度で島内全域の踏査

を実施している。ノヤギ排除後は踏圧から解放された中型～大型の海鳥類であるカツオ

ドリとオナガミズナギドリ（巣穴数）の個体数の増加が顕著であったが、小型のアナドリ

及びクロアジサシについては、繁殖があまり拡大していない状況であった。ネズミ駆除後

は繁殖数の増加が見られており、クマネズミによる雛や卵の食害から解放されたことが

伺える結果を示している（表 2）。 

 

   

写真１１ クロアジサシ（左:成鳥、右:幼鳥）とクマネズミによる食害卵 

 

表２ 媒島と嫁島の海鳥類調査結果 2000年～2020年 

  

キケマン

 

 オガサワラアザミ群落
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 ４ 陸生甲殻類（カニ類）の増加 

  媒島袋港の海岸におけるミナミアシハラガニとハシリイワガニモドキの巣穴数をカウ

ント調査したところ、ネズミ駆除 2 年後に巣穴の数は増加していた（図 7）。また、比較

的内陸にも生息しているカクレイワガニについて、媒島と嫁島においてラインセンサス

を行ったところ、両島ともネズミ駆除 2年後に個体数が急激に増加した。ネズミ駆除後に

カニ類が増加したことは、南島における事例と類似している 4）。 

    
写真１２～１４袋港の海岸部  巣穴地帯で写ったクマネズミ 食害と思われるカニの死骸 

  
図７ 媒島袋港におけるカニ類の巣穴数の変化 

 

 ５ 変化が見られていない分類群 

  小笠原諸島の世界遺産価値の根幹である陸産貝類については、クマネズミの食害と考

えられる死殻はほとんどなくなったものの、個体数の回復には至っていない。2019 年度

の大型台風により、樹冠が破壊され林内が乾燥化した影響を受けている可能性があるた

め、モニタリングを継続する。 

陸生甲殻類では、その他のカニ類は増加したにもかかわらず、オカヤドカリ類は個体数

の変化が見られていない。オカヤドカリ類は堅い貝殻を背負っているため（写真 16）、ク

マネズミ生息時にも影響をほとんど受けていなかったものと考えられた。 

     

写真１５ ネズミの食害と思われる陸産貝類の死殻     写真１６ ムラサキオカヤドカリ 
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Ⅴ 媒島の緑化への道のり 

  聟島列島でも最も荒廃が進んだ媒島では、一部に在来種の残存林があるものの、林内に

はノヤギとネズミがいたことにより次世代の木本植物が欠けており、森林としての階層

構造が破壊されている。また、種の多様性についても失われた樹種が多く、世界自然遺産

の貴重な動物群衆を支えるための土台が崩壊しかかっている。このような現状を踏まえ

ると、残された生態系を維持するためには、播種や植栽、外来種駆除といった人為的な介

入が必要不可欠である。さらに、赤土の流出が始まった場所では、緩傾斜の場所を除き緑

被の回復が進行していないため、より土木的な手法も交えてまずは植生基盤を整備する

必要がある。 

一方で、施工にあたっては外来種（微生物を含む）の移入防止や遺伝的撹乱にも配慮し

なくてはならず、重機や資材の持ち込みが難しい環境であることから、たとえば駆除した

外来植物（ホテイチク、メダケ、ギンネム等）のような現場発生材をフル活用することが

求められる。このように自然環境への不可逆的な影響を与えないよう注意しながら、媒島

における今後の植生回復手法について、現在検討を進めているところである。 

  今回のネズミ駆除事業により、植生回復の大きな阻害要因が排除され、今後事業が大き

く進展することが期待される。自然公園における荒廃地の自然再生の成功事例として、こ

の取り組みをまた報告できるよう、引き続き尽力したい。 

  

写真１７ 媒島表土流出箇所       写真１８ 媒島における緑化工の施工例 
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