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第２部 外来種対策を推進するための行動計画 

第１章 国による具体的な行動 

第 1節 外来種対策に関する普及啓発・教育の推進と人材の育成 

１ 基本的な考え方 

国は、「第２章第 1節１（２）基本的な考え方」を踏まえ、率先して外来種問題とその対

策について、各主体が正しく理解するための普及啓発と教育を推進します。普及啓発にあ

たっては、①学校教育、②パンフレット、ウェブサイトなどの広報媒体、③動物園、博物

館、メディア等の関係機関・団体等を通じて、①外来生物法や動物愛護管理法等の法律に

関する事項、②外来種の利用や被害などの影響に関する事項、③導入の防止、防除の推進、

利用の抑制、代替種の利用等に関する事項等について全国レベルで情報を収集し、共有を

進めることにより、国民全体の外来種問題に対する認識を深めていきます。 

第２部第１章第１節の目標として、以下の目標を掲げます。 

【現状】（数値は 2013 年度（平成 25年度）の調査の結果） 

・外来種（外来生物）という言葉の意味を知っている人の割合：60.1％ 

・外来生物法の内容を知っている人の割合：9.0％ 

※計 1067人（中学生 12人、高校生 76人、大学生 67人、会社員 302 人、公務員 29人、

教職員 10人、専業主婦・主夫 235人、農林漁業者 4人、その他 332 人）へのインター

ネット調査（2013年度（平成 25年度））の結果 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・外来種（外来生物）という言葉の意味を知っている人の割合：80％ 

・外来生物法の内容を知っている人の割合：30％ 

２ 具体的な行動 

（１）普及啓発における３つの段階 

【認識の段階（知ること）】 

外来種問題の存在に気づき、外来種がさまざまな被害をもたらし得る存在であるという

認識を国民全体に広く浸透させるため、以下の施策を実施します。 

国民全体、輸入業者、釣り人、子供、教育者や指導者等を対象として作成した各種パン

フレット、ポスター、チラシなどを活用、改訂するとともに、新たにパンフレット、ポス

ター、チラシなどを作成し、広く普及啓発を行います。（環境省） 

国有林野で実施している保護林における外来種等の駆除による固有の森林生態系の修復、

新たな外来種の侵入・拡散予防措置等についてパンフレット等を作成し、普及啓発を実施

します。（農林水産省） 

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されているセイヨウオオマルハナバチの飼養等
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施設の適正な管理の徹底及び在来種への転換を推進するため、農業者向けのリーフレット

を作成し配布するとともに、セイヨウオオマルハナバチの飼養等現地調査を行い、適正飼

養管理の徹底、指導及び普及啓発を行います。また、普及指導員向け説明会等においても

周知を徹底し、現場レベルでの対応を依頼していきます。（農林水産省、環境省） 

学校教育においては、中学校と高等学校で外来種問題を学習できるよう、2008年（平成

20 年）に中学校の学習指導要領が、2009 年（平成 21 年）に高等学校の学習指導要領が改

訂されたところです。既に国土交通省で外来種対策も含めた河川の環境保全等について教

科書出版社への説明会を実施しており、それらを参考に、環境省が中心となって教科書出

版社向けの外来種に関する説明会を開催し、情報提供に努めます。（環境省、国土交通省、

農林水産省） 

2008 年度（平成 20 年度）から行っている教科書出版社への説明会を引き続き行ってい

くことや小中学校を中心に河川管理者と市民団体等が連携して活動する「子どもの水辺」

再発見プロジェクト等との活動と連携・支援していくことで、生物多様性保全と外来種対

策の必要性等についての普及啓発に努めます。（国土交通省、環境省） 

 

【コラム】川に学ぶ人材育成の取組 

多様な主体が活動する「子どもの水辺再発見プロジェクト」では、地域の教育関

係者、地方自治体、民間団体等が協力し、河川におけるさまざまな体験活動や環境

学習の場を拡大することで、地域の子どもたちの体験活動の充実を図っています。

そうした中で、活動団体の中には、摂南大学理工学部「エコシビル部」の様に外来

植物駆除への取組を自主的に行っている大学等もあります。将来を担う若者の活動

など、国土交通省では、ウェブサイトで紹介しています。 

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/play/ikusei.html 

※エコシビルとは『環境』を表す“eco”と、『市民』や『土木』を表す“civil”

を組み合わせた造語（エコシビル部ウェブサイトより） 

 

現行の学習指導要領は中学校においては 2012年度（平成 24年度）、高等学校においては

2013 年度（平成 25 年度）入学生から順次実施されていることから、教育者や指導者向け

に、外来種問題に関する教材や教育プログラムの開発を行い、学校教育や社会教育の現場

に広く提供します。（環境省） 

分布情報を主体とする生物多様性情報をインターネット上で効率的に集め、提供するた

めのウェブサイト（愛称：「いきものログ（http://ikilog.biodic.go.jp/）」）を通じ、さ

まざまな関係機関・専門家・一般市民から外来種等の目撃情報を収集する市民参加型調査

を実施します。市民参加型調査の結果とともに、環境省が実施した自然環境保全基礎調査

等で得られた外来種等の情報を、地図情報や GIS 情報として配信していくことで、生物多

様性情報の相互利用、共有化を促進します。（環境省） 



 

81 

 

また、市民参加型・体験型の外来種対策は重要な防除事業であるだけでなく、効果的な

普及啓発手法であると考えられ、それらの取組を推進するため、NGO・NPO 等や県市町村等

の行政機関の取組を支援する制度について整理し積極的に情報提供を行います。（環境省） 

 

【理解の段階（わかること）】 

外来種被害予防三原則「入れない」、「捨てない」、「拡げない」の理解・遵守など、外来

種問題や外来種対策の必要性について国民全体の理解を深めるため、以下の施策を実施し

ます。 

外来種に関する既存のウェブサイトについて、2013 年度（平成 25 年度）に改正した外

来生物法の改正部分の解説や、生態系に係る被害についてわかりやすい実例を加えるなど

の改良を加えるとともに、各地で外来種に関する出張授業や説明会を実施します。（環境省） 

多様なセクターで構成される「国連生物多様性の 10年日本委員会」（UNDB-J）において、

委員会が推奨する連携事業の認定や、子供向け推薦図書「生物多様性の本箱」の選定をは

じめ、さまざまな取組を進めてきたところであり、今後とも、外来種問題を含む生物多様

性に関する理解が国民一人ひとりに広がるよう、引き続き UNDB-Jを通じた取組を推進して

いきます。（環境省） 

環境省と公益社団法人日本動物園水族館協会で 2014年（平成 26年）５月 22日に協定を

結びました。連携を強化することにより、動物園や水族館による各機関の特色を活かした

外来種に係る普及啓発を更に推進させるとともに、必要に応じて公益社団法人日本動物園

水族館協会に加盟する園館の協力を得て、種の同定や防除に係る助言を得るなど、外来種

対策を実施します。（環境省） 

改正動物愛護管理法（2013年（平成 25年）９月１日施行）では飼い主等の責務として、

飼養動物の逸走防止や終生飼養が追加されるとともに、第１種動物取扱業者が購入者に販

売する際の現物確認、対面説明の義務づけ、愛護動物の遺棄に関する罰則の強化等の規定

が盛り込まれています。動物愛護管理法の改正も踏まえ、愛護動物の遺棄の防止や終生飼

養の推進について、パンフレットやポスターを作成、配布し、広く普及啓発を行っていき

ます。（環境省） 

 

【行動の段階（行動すること）】 

外来種対策への参加・協力・主催といった具体的な行動に繋げるため、以下の施策を実

施します。 

多様な主体による広域に分布する侵略的外来種の防除を推進するため、環境省の事業の

取組事例とともに、多様な主体による防除活動やその広報周知活動、防除マニュアル等に

ついて一元的に把握し、情報発信するウェブサイトを作成します。（環境省） 

外来生物対策を含め、経済社会における生物多様性の保全と持続可能な利用の主流化を

図るべく、国内外の先進的な防除の取組事例を収集し、経済社会を構成する事業者や消費
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者に必要とされる取組を整理・分析します。また、分析結果を用いて、事業者や消費者の

行動を促進するために必要な措置を検討し、情報発信や普及啓発を図るなど効果的な施策

を実行します。（環境省） 

分布情報を主体とする生物多様性情報をインターネット上で効率的に集め、提供するた

めのウェブサイト（愛称：「いきものログ（http://ikilog.biodic.go.jp/）」）を構築して

います。「いきものログ」を通じ、さまざまな関係機関・専門家・国民から外来種等の目撃

情報を収集する市民参加型調査を実施します。市民参加型調査の結果とともに、環境省が

実施した自然環境保全基礎調査等で得られた外来種等の情報を、地図情報や GIS 情報とし

て配信していくことで、生物多様性情報の相互利用、共有化を促進します。（環境省） 

 

（２）人材育成 

地方環境事務所等が中心となり、地方自治体、国の関係機関等から構成される連絡会議

を各地方ブロックごとに開催するなどにより、連携の強化を図ります。連絡会議では、特

定外来生物等の分布状況、被害状況、全国的な防除の方針、防除手法、優良事例、共有で

きる普及啓発ツール等についての情報を収集し、提供する（環境省、農林水産省、国土交

通省）とともに、分布拡大の先端地域等において、専門家の派遣等の支援について今後検

討します。（環境省） 

なお、この連絡会議の開催により侵略性の高い種が発生した場合は、科学的知見を踏ま

え、関係機関が連携した早期発見・早期防除の体制の構築につなげていくとともに、地方

環境事務所が中心となって、外来種問題に関する地方自治体等からの相談・意見等につい

て検討を行い、各主体が連携して適切な対応を進めていきます。（環境省） 

さらに、連絡会議の開催等を通じて、専門家による外来種防除のセミナーを開催するな

ど、外来種対策を担う者の人材育成に努めます。（環境省） 

環境調査研修所において、外来種に関する研修を開催し外来種問題を担う人材を育成し

ます。（環境省） 

 

第２節 我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストの作成と優先度を踏

まえた外来種対策の推進 

１ 基本的な考え方 

国は、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストの作成・更新等を通

じて、外来種に関する基礎情報を収集し、「第２章第１節２」に記載した対策の優先度の基

本的な考え方を踏まえ、侵略的外来種対策に係る各省庁の所管事業ごとに必要に応じて対

策の優先度を明らかにし、対策の優先度を踏まえた外来種対策を推進していきます。 

また同時に、地方自治体が作成する生物多様性地域戦略、侵略的外来種のリスト等によ

り、地域の実情に応じて優先度を踏まえた外来種対策を促進することで、地域における外

来種対策が進展し、結果として我が国全体の外来種対策が推進されることからも重要であ
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ることから、これらの作成を支援します。 

第２部第１章第２節の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・生物多様性地域戦略の策定自治体数：33 都道府県（参考：13 政令指定都市、33 市

町村区） 

 ・外来種に関する条例の策定自治体数：20都道府県 

・侵略的外来種のリストの策定自治体数：14道府県 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

・生物多様性地域戦略の策定自治体数：47都道府県 

 ・外来種に関する条例：47都道府県 

・侵略的外来種のリストの策定自治体数：47都道府県 

 

２ 具体的な行動 

生物多様性国家戦略や外来種被害防止行動計画第１部第２章第１節２（１）、（２）に示

した基本的な考え方に基づき、対策の優先度を踏まえた戦略的な外来種対策を推進します。

（環境省、農林水産省、国土交通省） 

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」を適切に活用して、外

来種対策への各主体のより積極的な参加・協力の促進、調査研究・モニタリングや防除等

の普及・促進のほか、代替種の開発・普及、リストに記載された留意事項を踏まえた適正

な管理を推進するとともに、地方自治体における外来種の条例による規制等の地域独自の

取組の強化等を促進します。（環境省、農林水産省） 

周辺の自然環境を踏まえ、必要に応じて地域性種苗や自然侵入促進工等を用いた緑化な

ど地域生態系に配慮した工法を積極的に採用します。（環境省） 

地方自治体による生物多様性地域戦略の策定や改訂を、「生物多様性地域戦略策定の手引

き」の活用を促すなどして支援します。「生物多様性地域戦略策定の手引き」の改定に際し

ては、各地域固有の生物多様性の保全と持続可能な利用を図るために、外来種による被害

防止の重要性を啓発する内容を盛り込みます。（環境省） 

「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト及びその作成に用いた基

本方針を示すこと等により、地方自治体による侵略的外来種のリストの策定を促進します。

（環境省） 

各主体における外来種対策に資する科学的根拠として活用されるよう、外来種の侵入状

況や生態等に関する新たな知見の集積に対応するため、我が国の生態系等に被害を及ぼす

おそれのある外来種リストの見直しを継続的・定期的に実施します。特に分布情報につい

て、対策優先種を中心に、モニタリング体制の構築・実施を通じて継続的な情報の収集に

努めます。（環境省、農林水産省） 

また、外来生物による生態系等への被害又はそのおそれが確認できた場合には、既存制
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度での対応状況等を踏まえ、特定外来生物被害防止基本方針に基づき、特定外来生物への

指定について適切に検討します。（環境省、農林水産省） 

 

第３節 侵略的外来種の導入の防止（予防） 

１ 意図的に導入される外来種の適正管理 

（１）基本的な考え方 

国は、意図的に導入される外来種対策について、 

○「入れない」対策としては、侵略的外来種の特定外来生物への指定、代替種の開発やそ

の利用の促進を図るとともに、生態系への影響がより小さく産業において同等程度の社会

経済的効果が得られるというような代替性がないか検討し、代替性がない場合は、適切な

管理の実施を行います。 

○「捨てない」対策としては、動物愛護管理法に基づく愛護動物の遺棄の防止や終生飼養

を推進するとともに、外来生物法に基づく特定外来生物の適正管理を徹底させることをは

じめ、侵略的外来種の適正管理を推進します。 

○「拡げない」対策としては、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リス

トを活用して、侵略的外来種対策に係る各省庁の所管事業ごとに、周辺の自然環境や侵略

的外来種の生態に応じた適正管理を推進します。 

第２部第１章第３節１の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・外来種が適切に管理されておらず、生態系へ悪影響を与えるおそれのある事例があ

る 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

・我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストの内容を知っている人

の割合：50％ 

 

（２）具体的な行動 

ア．外来種被害予防三原則の徹底 

下記に記載した観点を踏まえて、環境アセスメントの手続き過程で、侵略的外来種によ

る問題が発生しないかどうかについて審査します。（環境省） 

【入れない】 

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストを踏まえ、特定外来生物被

害防止基本方針における特定外来生物の選定に関する基本的な事項に沿って、輸入や飼養

等の法規制が必要なものについて、追加的に特定外来生物や未判定外来生物の指定を行い

ます。（環境省、農林水産省） 

大量に飼養されている侵略的外来種であるミシシッピアカミミガメ等について、大量に

捨てられること等の影響が出ないような対策を実施した上で、段階的な法規制の導入を行
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うこと等を検討します。（環境省） 

利用する外来種の選定にあたり緑化やペット等に関わる各主体が適切な行動をとれるよ

う、科学的知見を踏まえて、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト

の作成・更新等を行うとともに、各種事業に使用されているマニュアルや仕様書等を適宜

改訂し、普及啓発を推進するとともに効果的な外来種対策を推進します。（環境省、農林水

産省） 

オオキンケイギクの防除実験を行い、都市公園等を対象とした効果的、効率的な防除手

法を示した管理マニュアルを作成し、生態系の保全に配慮した都市の緑化に取り組みます。

（国土交通省） 

また、特定外来生物への新規指定により、生態系等の影響のおそれがある代替種の流通

が懸念される場合、その侵略性等を踏まえ、輸入規制等について検討します。（環境省） 

 

【捨てない】 

改正動物愛護管理法（2013年（平成 25年）９月１日施行）では飼い主等の責務として、

飼養動物の逸走防止や終生飼養が追加されるとともに、第１種動物取扱業者が購入者に販

売する際の現物確認、対面説明の義務づけ、愛護動物の遺棄に関する罰則の強化等の規定

が盛り込まれました。こうした改正を踏まえ、愛護動物の遺棄の防止や終生飼養の推進に

ついて、パンフレットやポスターを作成、配布し、広く普及啓発を行います。（再掲、環境

省） 

外来クワガタムシ等の動物愛護管理法の対象とならない飼養動物についても、終生飼養

を推進するなど、自然環境中へ逸出しないための普及啓発を行います。（環境省） 

大量に飼養されている侵略的外来種であるミシシッピアカミミガメについて、大量に捨

てられること等の影響が出ないような対策を実施した上で、段階的な法規制の導入を行う

こと等を検討します。（再掲、環境省） 

 

【拡げない】 

オオクチバス等が意図的に違法放流されることのないよう、外来種による生態系等への

被害について、パンフレットの作成・改訂・配布や教科書出版社への説明会を通じて普及

啓発を実施します。（環境省） 

野生動物（外来種）への餌付けにより、外来種による被害が助長されないよう、引き続

き野生動物への餌付けがされないよう普及啓発します。（環境省） 

 

イ．産業において利用される外来種の適正管理の徹底 

セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用については、人工増殖で偏った遺伝的形質を

持つ集団の代替利用が進み、無秩序な放出が行われた場合は、自然分布域外への導入や地

域集団の遺伝的攪乱のおそれがあることから、これらの実態を把握し、セイヨウオオマル
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ハナバチやその代替種に関する利用方針を検討していきます。（環境省、農林水産省） 

セイヨウオオマルハナバチの飼養等施設の適正な管理の徹底及び在来種への転換を推進

するため、農業者向けのリーフレットを作成し、配布します。（農林水産省） 

セイヨウオオマルハナバチの飼養等現地調査を行い、適正飼養管理の徹底、指導及び普

及啓発を行います。（農林水産省、環境省） 

普及指導員向け説明会等においてセイヨウオオマルハナバチの適正飼養管理について周

知を徹底し、現場レベルでの対応を依頼していきます。さらに、施設園芸農家向けの補助

事業において、セイヨウオオマルハナバチの飼養等施設の適正な管理を引き続き条件とし

ていきます。（農林水産省） 

外来生物法の飼養等許可を取得している全国のセイヨウオオマルハナバチ飼養施設園芸

農家を対象に、飼養等管理状況を把握し、今後の改善指導等の対策を検討するため、アン

ケート形式による全国実態調査を実施していきます。（農林水産省、環境省） 

緑化植物や牧草について、人の管理下外へ拡げることのないよう、周辺の自然環境を踏

まえ、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストに記載する種ごとの利

用上の留意事項に配慮した利用がなされるよう、普及啓発を推進します。（環境省、農林水

産省） 

地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工法として、表土利用工、自然侵入促進工、地

域性種苗利用工について 2013 年（平成 25 年）1 月にとりまとめ公表しており、今後も継

続した植生モニタリング調査による植生遷移の把握を行い、周辺環境に応じたのり面緑化

工への活用を図ります。（国土交通省） 

2010 年度（平成 22 年度）にとりまとめた「林野公共事業における生物多様性保全に配

慮した緑化工の手引き」を活用し、生物多様性保全に配慮した緑化工の適用可能な場所に

おいては、林道ののり面緑化や荒廃地の復旧等にあたって、遺伝子の攪乱を防ぐよう、自

然侵入促進工や森林表土利用工等による緑化に取り組みます。（農林水産省） 

また、山梨県の３湖におけるオオクチバスの第五種共同漁業権の特例による飼養等許可

については、オオクチバスに頼らない漁場管理について、関係機関と引き続き検討します。

（環境省、農林水産省） 

また、地域性種苗を利用した緑化等、生物多様性に配慮した事業を発注する場合の発注・

管理・検査方法の留意点等について検討します。（環境省） 

2007年度（平成 19年度）に試行的に作成した「自然公園における法面緑化指針（案）」

を成案化するため、2008～2012 年度（平成 20～24 年度）に実施した「緑化植物による生

物多様性影響メカニズム及び影響リスク評価手法」により得られた研究成果等を踏まえ、

「自然公園における法面緑化指針」の策定に向けた検討を進めます。（環境省） 

 

２ 非意図的な導入に対する予防 

（１）基本的な考え方 
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国は、海外から非意図的に導入される特定外来生物が輸入時に確認された際に法律に基

づく消毒を命令するなど適切な措置を講じるとともに、非意図的に導入される経路を特定

し、生産や流通経路に応じた対策の検討を進めます。また、バラスト水対策については、

船舶バラスト水規制管理条約を国内的に担保するために改正された「海洋汚染等及び海上

災害の防止に関する法律」に則り、外航船舶から排出される有害なバラスト水による生態

系被害等を防止します。さらに、船体付着に伴う非意図的な導入に対しては、国際海事機

関（IMO）により策定された船体付着生物の管理ガイドラインの更なる改善に向けて IMOで

の議論に積極的に参加し、それらを踏まえた対策を進めます。国内の他地域からの非意図

的な導入に対しては、生物多様性保全上重要な地域において、優先的に対策を進めます。

第２部第１章第３節２の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・非意図的な導入の実態が把握されておらず、有効な対策がとれているか評価するこ

とができていない。 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

・どのような種が、どのような経路で非意図的に導入されているのか実態を把握し、

特定外来生物の定着経路を管理するための対策を優先度の高いものから実施する。 

 

（２）具体的な行動 

ア．輸入の際の非意図的導入 

輸入物資に付着、混入している特定外来生物等の消毒方法の基準を定め、主務大臣が輸

入者に対し、消毒等の措置を命令できるように 2013 年度（平成 25 年度）に外来生物法の

改正を行っています。改正した外来生物法に基づき、消毒等の基準を策定し、関係省庁と

の緊密な連携の下、輸入物資に付着、混入した外来生物の発見・除去を推進します。（環境

省、農林水産省） 

非意図的に繰り返し導入されているとみられる特定外来生物については、海外での生産、

輸入、流通段階における侵入経路を特定します。こうした情報を踏まえ、導入や定着を防

止するための経路の管理のための方策について、より効果的な対策を検討します。（環境省） 

水産物や飼料への外来種の混入状況や釣り餌として流通する外来種の実態把握について

は、水産物や飼料への外来種の混入状況等のサンプリング調査等により状況を把握します。

（環境省） 

侵略的外来種の侵入のリスクが高い空港、港湾地域等において、種群（アリ類等）を対

象として、早期発見及びモニタリングを行います。（環境省） 

 

イ．バラスト水に伴う非意図的導入 

バラスト水を介した水生生物等の移動による生態系等への被害を防止するため、船舶バ

ラスト水規制管理条約を国内的に担保するために改正された「海洋汚染等及び海上災害の
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防止に関する法律」に則り、有害なバラスト水の船舶からの排出禁止、船舶所有者に対し

て、バラスト水処理設備の設置の義務付け、我が国の船舶に対する検査に加え、我が国の

港における外国船舶に対する立入検査を適切に行うことを通じ、外航船舶から有害なバラ

スト水が排出されることを防止します。（国土交通省、環境省） 

船舶バラスト水規制管理条約の実施に関する課題（寄港国による監督（PSC）実施の際の

バラスト水のサンプリング・分析方法の確立等）を解決するための IMO における国際的な

議論に引き続き積極的に参加し、条約の発効と実施に貢献します。（国土交通省、環境省） 

 

ウ．船体付着に伴う非意図的導入 

2011 年（平成 23 年）に IMO において策定された船体付着生物の管理ガイドラインの更

なる改善に向け、IMOでの議論に積極的に参加します。（国土交通省） 

 

エ．国内の他地域からの非意図的導入 

国民全体、輸入業者、釣り人、子供、教育者や指導者等を対象として作成した各種パン

フレット、ポスター、チラシなどを活用、改訂するとともに、新たにパンフレット、ポス

ター、チラシなどを作成し、広く普及啓発を行います。（再掲、環境省） 

小笠原諸島におけるアカギ等の国内由来の外来種を含む侵略的外来種等の駆除による固

有の森林生態系の修復など、国有林野の保護林等において新たな侵略的外来種の侵入・拡

散予防措置等を推進します。（農林水産省） 

小笠原諸島世界自然遺産地域における新たな侵略的外来種の侵入及び拡散を防止する対

策について、小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会の新たな外来種の侵入・拡散防止に

関するワーキンググループにおいて検討し、その結果を踏まえ、関係機関との連携の下、

必要な対策を実施します。（環境省、農林水産省） 

小笠原諸島父島に設置を予定している世界遺産センター（仮称）に、非意図的導入を防

止するための付着生物の除去等の外来種対策機能の整備について、検討します。（環境省） 

白山国立公園や尾瀬国立公園等において、登山口への種子落としマットの設置や侵略的

外来種による生態系被害の普及啓発に資するパンフレットの作成などを引き続き実施しま

す。（環境省、農林水産省） 

 

 

【コラム】国有林における外来種に対する取組 

関東森林管理局は、国有林と民有林の一体的な整備及び保全を行う「公益的機能

維持増進協定制度」を活用し、世界自然遺産地域等の保全に向けた外来種対策とし

て、2014年（平成 26年）4月 21日に「小笠原諸島父島・夜明山地域公益的機能維

持増進協定」を民有林の所有者と締結しました。 

 この協定の対象箇所である父島の夜明山地域は、リュウキュウマツ、キバンジロ



 

89 

 

ウなどの外来種と、ヒメツバキ、モクタチバナなどの在来種が生育しています。国

有林のみで外来種駆除を行っても、隣接する民有林からの種子供給により、効果的

に実施できないおそれがありました。 

 この協定締結により、国有林と民有林で一体的に外来種駆除事業を実施すること

で、より効果的に外来種を駆除でき、在来種の樹勢回復により固有の森林生態系の

修復が促進されていくことが期待されます。 

 

 

第４節 効果的、効率的な防除の推進 

１ 基本的な考え方 

国は、潜在的なものを含む被害の深刻度（保全対象地域の重要性を踏まえた評価）、対象

種の侵略性、緊急性（定着段階、拡散の速度等）と潜在的なものを含む被害の規模（拡が

り）から優先度を明らかにして、それらを踏まえて防除を推進します。さらに、「潜在的な

ものを含む被害の規模（拡がり・量）」の観点から「広域に分布する外来種への対策」につ

いては、全国の分布状況、防除手法、優良事例等の情報を提供することなどにより、各主

体が実施する侵略的外来種の防除を支援するとともに、各主体の連携した防除を推進しま

す。 

第２部第１章第４節の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・各地で外来種対策を実施し一定の効果は確認されているものの、国レベルで根絶や

封じ込めに成功した特定外来生物はいない。 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

・「第２部第１章第４節「２（２）及び（３）」にかかげる種ごと、地域ごとの目標を

達成する。 

 

  

【コラム】防除における科学的知見の重要性 

外来種の防除においては、次の 2 つの指摘がよくなされます。 

① 外来種は放置するとどんどん増加して手を付けられなくなる。火事と同様に迅

速に対応することが重要であり、繁殖や分散の時期を迎える前に速やかに数を

減らすべきである。 

② 防除に臨む際には、外来種の生息状況をきちんと把握し、十分な計画を立てて

体制を構築することが重要である。焦って行動しても効果は得られない。 

これらの指摘は互いに矛盾するようですが、ともに重要な点です。 

防除はなるべく速やかに進めるべきですが、外来種は火事とは異なり、数分間で

倍増するものではありません。重要なことは、防除を進めつつも最低限の科学的知
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見を集積し、防除の過程で得られた知見も情報源として活用することです。必要な

知見としては、対象とする外来種の分類学的な帰属（種名）、生態・行動、生態系

等に及ぼす被害のタイプ、そして防除手法などが挙げられます。既存文献等を集め

るとともに、その分類群の生態・行動に詳しい有識者の意見を聞くことも有効です。

また、防除を行う地域におけるその外来種の分布状況を把握しておくことも重要で

す。 

なお、生態系等への被害実態の把握も重要ですが、被害が明確に把握された時に

は、初期防除として重要な時期が既に過ぎている場合もあります。少なくとも「我

が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」の定着予防種について

は、我が国に定着した場合には被害を及ぼすものと考えて、予防原則で防除を進め

た方がよいと考えられます。 

防除を進めた結果として、外来種が確実に減少しているか（外来種の生息・生育

状況のモニタリング結果）、また外来種による被害が軽減しているか（被害状況の

モニタリング結果）との知見は重要であり、それらの情報から防除の効果を測定し

て、次の時期の防除の計画に反映させる必要があります。これらのモニタリングに

も相応の労力を要しますが、効果的な防除を実施するためにも、知見の収集を続け

ることが望まれます。 

 

＜外来種防除の仮想的な事例＞ 

 

「特定外来生物×××の生息が市内で確認された。生物多様性にも農業にも悪影響

を及ぼす外来種である。すぐに防除をしなければならない。」 

 

この状況に対する２つの対照的な対応事例を示します。 

 

【事例Ａ】 

 ×××の科学的知見（分類、生態、被害の種類、分布状況など）について、文

献やインターネット、地域の有識者への聞き取りを通して把握し、いつ、どこ

から、どのように防除すべきかの検討を行った。検討の結果を踏まえて、この

市内での防除目標（まずは 3 年以内に被害がない状態を目指すこと）を決定し

た。 

 行政、市民ボランティア、教育機関、企業などに呼びかけて、×××を防除す

る体制を作った。場所ごとに分担を決めて、捕獲を行うことにした。 

 捕獲結果（いつ、どこで、何匹捕れたかなど）を蓄積して、より詳しい密度分

布図を作成した。 

 長期にわたって防除を続けるうちに、被害がなくなった場所と依然残っている
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場所とがはっきりしてきた。防除に必要な人手を割り振って、被害がまだ大き

い場所での対策を計画的に行い、市内の全域でほとんど被害が見られない状態

となった。 

 次の段階として、地域的な根絶を目指すことにして、そのための計画を立案し

た。 

 

【事例Ｂ】 

 とりあえず「市内からの根絶」を目標に掲げた。緊急事態だったので、とにか

く多くの人を集めて×××の捕獲を開始した。時間が惜しいので防除のやり方

についての検討も行わず、マンパワーをなるべく捕獲そのものに費やすために、

防除した結果の解析（地域ごとの捕れ高のまとめなど）は一切行わなかった。 

 作業を進めるにつれて多くの×××が捕獲され、被害は徐々に減ってきたよう

に見受けられる。しかし、市内の×××が本当に減っているのか、あとどのく

らい残っているのか、どこに多いのかは把握できていないし、被害が本当に減

っているのかどうかも分からない。 

 長期にわたって防除を進めてきたが、あとどのくらい捕ればよいのかといった、

今後の見通しが立たない。そもそも、市内からの根絶という目標は妥当であっ

たのかも分からなくなって、作業チームにだんだん焦りが見えてきた。 

 

「事例Ａ」では、あらかじめ労力の一部を情報収集に費やし、防除対象種の生息

状況、及び被害の状況について、可能な限りで実態を把握するよう努めています。

その結果、現実的な目標設定がなされ、目標の達成状況が客観的に把握され、その

後の防除の見通しを立てることができました。対照的に、「事例Ｂ」では情報収集

がなされず、その結果、目標設定及び目標達成状況が把握ができないため、いつま

で経っても将来の防除に関する見通しが立ちません。 

 

 

 

【コラム】防除に踏み出す自治体に向けて 

全国各地で侵略的な外来種が分布しているために、研究者や自然保護団体、地域

住民などからの要請を受けて、自治体が主体となって防除を実施する場合がありま

す。ここでは地方自治体が実際に防除を行うことを想定し、より効率的な防除に繋

がるよう、防除対象と手順、留意事項等をまとめてみました。 

通常、自治体の区域内には複数種の外来種が分布しており、優先順位を検討した

上で、順位の高いものから順に防除を行う必要があります。農林水産業に被害を与

えている種の場合は、従事者からの声により被害が分かりやすく、経済的な損失に
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より被害の大きさを把握し易いといえます。それに対し、生態系被害の場合には誰

かがそれを指摘しない限り、被害の実態は分からない場合が多くあります。優先順

位の検討に際しては、防除対象とする「種」を特定した上で場所や手法を考えるや

り方（種からのアプローチ）と、防除を行う「地域」を特定した上で、生態系管理

の視点から、そこに存在する外来種の中で特に被害の大きいものの対策を考えるや

り方（場からのアプローチ）が考えられます。対象とする外来種の特性や被害のタ

イプ、地域の状況などを踏まえたやり方を考える必要があります。 

侵略的な外来種を取り除くことは、外来種被害防止の手段であって最終目標では

ありません。防除を通してどのような被害軽減を目指すのか、生態系を再生しよう

とするのかを整理しておく必要があります。 

多くの場合、防除に投入できる予算、人員、時間といった資源は限られており、

これらを①防除作業そのもの、②モニタリング（外来種の生息・生育状況、被害実

態等）と評価、③より効果的な防除手法の開発のいずれに重点的に投入するのか、

十分に検討することが必要となります。 

防除を行う際には、ただ作業を進めるだけではなく、目標とスケジュールをあら

かじめ地域住民などの関係者に提示することが重要です。防除を実施する地域の住

民への説明と合意形成、防除の結果とそれに対する評価に関する情報開示も重要で

す。防除の対象が動物の場合は、殺処分の方法や衛生管理などについての情報開示

も必要となります。このような情報の開示によって、地域住民からのさらなる情報

提供を受けやすくなる等の効果が期待されます。 

防除の効果についても適切にモニタリングして提示することが重要です。費やし

た労力に応じて外来種が減少し、被害が軽減され、生態系等が回復する過程が示さ

れれば、外来種防除の必要性と効果が理解され、次なる防除が進めやすくなります。 

 

 

２ 具体的な行動 

（１）侵入初期のモニタリングと早期防除 

第２章第１節２に記載されている対策の優先度の考え方のとおり、対策の優先度は、「潜

在的なものを含む被害の深刻度（質）（保全対象地域の重要性（（保護地域×絶滅危惧種）

としての優先度評価）、対象種の侵略性、緊急性（定着段階、拡散の速度等））」と「潜在的

なものを含む被害の規模（拡がり・量）」から評価できます。特定外来生物等の「対象種の

侵略性」が高く、「潜在的なものを含む被害の規模（拡がり・量）」が大きい種が侵入して

間もない場合は、「緊急性」が高いと判断できます。このため、侵略的外来種についての侵

入初期のモニタリングと早期防除は、対策の優先度が高いと考えられます。 

このため、非意図的な侵入のリスクが大きい地域（特定外来生物等を所定の手続きを経

た上で輸入できる４つの空港及び、外貿輸入貨物量等が大きな港湾周辺等）及び種群（特
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に特定外来生物のアリ類等）については、早期発見のためのモニタリングを実施し、外来

種の侵入を監視します。また、新たに侵略的外来種が発見された場合には速やかに対応を

検討し、地方自治体や当該地域の管理者等と連携して、防除に係る情報の提供や早期防除

を支援もしくは実施します。（環境省） 

 

【コラム】防除における計画の重要性 

防除を進める際には、その外来種の生息・生育状況、被害状況を把握した上で、

実施のための計画を立てて、それに沿って進めることが重要です。計画立案におい

て最も重要なことは目標の設定であり、例えば次のようなものが想定されます。 

① 外来種を対象地域内で根絶する。 

② 外来種による生態系や農林水産業に対する被害を問題とならない程度に軽減

する。 

③ 外来種が他の地域に拡散しないよう、特定の場所に封じ込める。 

④ 外来種の問題を多くの人に知ってもらうために普及啓発し、これ以上拡大しな

いよう、その取り扱いに留意してもらう。 

目標には短期的なもの（数ヶ月から 1 年間）から長期的なもの（数年間かそれ以

上）があります。先に挙げたような防除の目的を、どの程度の期間で達成するかと

いう時間スケールの設定も重要となります。 

もし外来種を根絶できれば被害は消失し、他地域への拡散もなくなり、それ以上

の防除は不要になります。ただし、ひとつの個体群を完全に取り除くためには大き

な時間と労力を必要とすることが多くあります。そのため、対象エリア中、生物多

様性保全上重要な地域などを中心に局所的に根絶させていくなど、優先順位を付け

て対策、守るべき場所は守るなどの考え方の整理が必要です。目標を設定する際に、

対象とする外来種の個体数や分布域の広さに対して、投入する人員数、トラップ数、

防除に費やす時間等が十分であるかをよく検討する必要があります。 

防除を進める上で、モニタリングデータに基づく順応的な管理が重要となります。

定期的に防除効果（外来種の個体数の減少、被害の軽減等）を把握して、その結果

を次期の防除計画に反映させるのです。もしも目標が達成できないことが判明した

場合には、防除作業の経緯を見直し、現実的な方向に軌道修正することも必要です。

達成可能な目標に切り替えること、防除体制を強化すること、期間を延長すること

なども検討すべきです。 

 

 

（２）生物多様性保全上重要な地域における外来種対策 

ア．生物多様性保全上重要な地域における侵略的外来種対策の考え方 

第２章第１節２に記載されている対策の優先度の考え方のとおり、対策の優先度は、「潜
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在的なものを含む被害の深刻度（質）（保全対象地域の重要性（（保護地域×絶滅危惧種）

としての優先度評価）、対象種の侵略性、緊急性（定着段階、拡散の速度等））」と「潜在的

なものを含む被害の規模（拡がり・量）」から評価できます。 

世界自然遺産地域、ラムサール条約湿地等の国際社会に対して責任を持って保全すべき

地域や、原生自然環境保全地域、国立公園、保護林、国指定鳥獣保護区、生息地等保護区

等の法律等に基づき国として保全すべき地域において大きな被害をもたらしている侵略的

外来種は、「ものを含む被害の深刻度（質）」が大きく、国として防除を最も優先すべき種

であり、関係機関との適切な役割分担の下、国と関係機関が連携・協働して防除の効果を

高めつつ、防除を進めていく必要があります。 

また、全国的に自然環境保全上重要な箇所で優先度の高いところから取り組んでいく必

要があり、世界自然遺産地域、ラムサール条約湿地等の国際社会に対して責任を持って保

全すべき地域、原生自然環境保全地域、国立公園、保護林、国指定鳥獣保護区、生息地等

保護区等の法律等に基づき国として保全すべき地域において対象とする侵略的外来種を取

り除くのみならず、そのことが他の外来種を含む生態系全体に及ぼす影響にも配慮して、

生態系管理の考え方に基づいた防除を実施します。（環境省、農林水産省） 

 

イ．生物多様性保全上特に対策を優先すべき地域 

日本における生物多様性の損失の状況を評価した「生物多様性総合評価」では、我が国

の生態系を森林、農地、都市、陸水、沿岸・海洋、島嶼の６つに区分して各々の評価を実

施しています。この区分の中で、島嶼生態系と陸水生態系では外来種の影響がとりわけ顕

著であり、侵略的外来種による危機が増大していることが指摘されています。 

このため、１）で例示した国として生物多様性保全上重要とする地域の中でも、侵略的

外来種による危機が増大している島嶼生態系と陸水生態系における対策が特に重要です。 

 

（ア）島嶼生態系 

島嶼生態系は、規模が小さく、外来種の侵入、定着の抑止力となる上位捕食者を欠いて

いる場合もあり、環境負荷に対して特に脆弱であるとされています。特に対策を優先すべ

き主要な地域としては以下が挙げられます。 

 

【奄美群島及び琉球諸島】 

＜当該地域の概要＞ 

世界環境保全戦略においても島嶼生態系として重要な地域とされているように、国内希

少野生動植物種や国際的に希少な種を含む多くの固有種・絶滅危惧種の重要な生息・生育

地となっていますが、マングースなどの侵略性の高い種が侵入しており、被害の深刻度が

大きいと判断できます。特に、この地域には、系統群の上位分類群での固有性の高い、遺

存固有種が多いことが特徴で、その代表的な種として、アマミノクロウサギ、ヤンバルテ
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ナガコガネなどが挙げられます。 

また、島嶼間の種分化は現在も進行中です。島嶼の形成過程で海峡や島によって地理的

に異なる集団に隔離されたことで遺伝的な分化が生じた結果、島嶼ごとに固有種や亜種に

分化している事例が豊富に見られます。 

なかでも、陸生爬虫類及び両生類の固有種率の高さが特筆されます。陸生爬虫類では、

奄美・琉球の在来種 59種のうち 47種が固有種であり、固有種率は約 80％と非常に高い割

合を示しています。また、両生類では、奄美・琉球の在来種 24 種のうち 19 種が固有種で

あり、固有種率は約 79％となっています。 

奄美・琉球は国立公園及び世界自然遺産の候補地となっています。 

 

【小笠原諸島】 

＜当該地域の概要＞ 

固有種・絶滅危惧種が特に数多く分布しており、侵略性の高い種が侵入しており、被害

の深刻度が大きいと判断できます。 

小笠原諸島の植物相は固有性が高く、在来の維管束植物の約 40％（木本植物に限れば約

64%）が固有種といわれています。動物相は国内だけでなく世界的にも特異です。海洋島の

ため在来の哺乳類は 1 種、爬虫類は 1 種のみです。鳥類の固有種は４種が知られています

が、環境省レッドリストではそのうち３種は既に絶滅（EX）となっています。しかし、暖

海性の海鳥 13 種の繁殖地となっています。 

無脊椎動物のうち、昆虫類は記録がある 1,380 種のうち４分の１以上、在来の陸産貝類

の 108 種のうち 103 種が固有種と言われ、固有種率が高いですが、外来種や人為等により

絶滅又は絶滅に瀕しているものも多くあります。 

国立公園の指定、国有林野における森林生態系保護地域（保護林）の設定、国指定鳥獣

保護区の指定及び世界自然遺産への登録がなされていますが、世界自然遺産登録時に、日

本政府に対して「侵略的外来種対策を継続すること」が世界遺産委員会より要請されてい

ます。 

 

（イ）陸水生態系 

陸水生態系に生息する多くの種が減少傾向を示す一方で、1990年（平成 2年）以降行わ

れている河川・水辺の国勢調査では、全国の一級河川での魚類、底生動物、植物における

外来種の確認種数は全体として増加する傾向がみられ、定着、拡大が生じている事例もあ

ります。とりわけ、侵略的外来種として知られるオオクチバスとブルーギルは全国の河川・

湖沼への定着が確認されており、在来種の捕食などによる生態系への被害や漁業被害が深

刻化しています。また、哺乳類ではヌートリアやマスクラット、鳥類ではコブハクチョウ

やコクチョウなどの生息が確認されています。 

植物ではアレチウリやシナダレスズメガヤの分布の拡大が指摘されています。外来植物
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の侵入と拡大は玉石河原の環境を変化させ、カワラバッタやカワラノギクなどの生息・生

育地としての質を低下させるとして懸念されています。特に対策を優先すべき主要な地域

としては以下が挙げられます。 

 

【琵琶湖、伊豆沼・内沼、藺牟田池等】 

＜当該地域の概要＞ 

ラムサール条約湿地（ラムサール条約湿地の国際登録基準の「基準２：絶滅のおそれの

ある種や群集を支えている湿地」もしくは「基準７：固有な魚類の亜種、種、科の相当な

割合を支えている湿地。また湿地というものの価値を代表するような、魚類の生活史の諸

段階や、種間相互作用、個体群を支え、それによって世界の生物多様性に貢献するような

湿地」に該当する湿地）、又は国内希少野生動植物種が生息・生育する湿地であって、生態

系に対するオオクチバス等の侵略性の高い種が侵入しており、被害の深刻度が大きいと判

断できる湿地として、琵琶湖（滋賀県）、伊豆沼・内沼（宮城県）、藺牟田池（鹿児島県）

等が挙げられます。 

 

【釧路湿原、奥日光の湿原等】 

＜当該地域の概要＞ 

ラムサール条約湿地のうち、ラムサール条約湿地の国際登録基準の「基準１：特定の生

物地理区を代表するタイプの湿地、又は希少なタイプの湿地」に該当する湿地であって、

生態系に対するオオハンゴンソウ等の侵略性の高い種が侵入しており、被害の深刻度が大

きいと判断できる湿地として、釧路湿原や奥日光の湿原等が挙げられます。 

 

これらの地域においては、関係機関の適切な役割分担と連携の下、侵略的外来種による

被害を軽減するための効果的、効率的な防除が必要です。 

 

ウ．個別の外来種に対する行動計画 

イで掲げた地域で「対策の必要性」が高く、「対策の実行可能性・実効性・効率性」が認

められ、優先的に防除を実施すべき侵略的外来種は以下のとおりです。 

 

【奄美大島・やんばる地域のマングース】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞ 

・ 当該地域の固有種であり、国内希少野生動植物種であるアマミノクロウサギやヤン

バルクイナ等の減少に大きな影響を与えており、対策を講じないとこれらの種が絶

滅する危険性があります。 

・ これまでの取組により、在来種の回復が確認されています。 
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＜取組の現状＞ 

・ 奄美大島では 2000 年（平成 12 年）より環境省が防除事業を継続しています。やん

ばる地域では、環境省（2001 年（平成 13 年）以降実施）、沖縄県（2000 年（平成

12年）以降実施）、米海兵隊（2002年（平成 14年）及び 2006年（平成 18年）以降

実施）と共同で防除事業を継続しています。マングースの推定生息密度は事業の進

展と共に奄美大島、やんばる地域の両地域において著しく減少しており、奄美大島

では、固有種であるアマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、アマ

ミイシカワガエル、やんばる地域では、ヤンバルクイナ等の回復が確認されていま

す。 

 

＜今後の方向性＞ 

・ これまでの事業の結果を踏まえ、防除実施計画を見直し、根絶に向けた具体的なロ

ードマップに沿って、戦略的な防除を実施します。（環境省） 

・ 捕獲ワナの改良、探索犬の活用等の新たな技術の開発、導入により、効果的、効率

的な防除を実施し、得られた成果や知見はわかりやすく情報提供します。（環境省） 

 

＜目標＞ 

・ 関係機関との協力の下、2020 年（平成 32 年）までに複数の小区画で地域根絶を達

成し、2022 年度（平成 34 年度）までに奄美大島及びやんばる地域において、根絶

が達成される。（環境省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ 奄美大島及びやんばる地域（防除実施地域内（2012年度（平成 24年度）時点））に

おけるマングースの捕獲頭数及び捕獲努力量当たりの捕獲頭数、アマミノクロウサ

ギ及びヤンバルクイナの生息状況（生息確認メッシュ数）（環境省） 

 

【小笠原諸島の外来種】 

世界自然遺産である小笠原諸島では、2013 年（平成 25 年）３月末に兄島への侵入が初

めて確認されたグリーンアノールに対する重点的な取組をはじめ、外来種対策の効果的、

効率的な取組が必要となっています。関係機関（環境省、林野庁、文化庁、東京都、小笠

原村）により作成した小笠原諸島管理計画や生態系保全アクションプラン等に基づき、科

学委員会の助言を受けて、対策が必要な外来種について関係機関による対策を進めます。

（環境省、農林水産省） 

※参考：世界自然遺産推薦地 小笠原諸島 管理計画 生態系保全アクションプラン

http://ogasawara-info.jp/pdf/isan/ActionPlan_nihongo.pdf 

http://ogasawara-info.jp/pdf/isan/ActionPlan_nihongo.pdf
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【琵琶湖、伊豆沼・内沼、藺牟田池等のオオクチバス等（オオクチバス、コクチバス、ブ

ルーギル）】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞  

・ オオクチバスは捕食性が高く、大型に成長し、湖沼、河川、ため池などさまざまな

水域に定着しています。またブルーギルは食性の幅がより広く、さまざまな底生動

物に加えて水草なども利用します。コクチバスはより流れの速い水域や、より寒冷

な水域に生息でき、これまでオオクチバスが生息しにくかった寒冷地や河川の上流

部での侵入が懸念されます。 

・ これら３種は、ラムサール条約湿地や国内希少野生動植物種の生息・生育地を含む

全国の陸水域において、生態系に大きな被害を与えています。 

・ これまでの事業により、一部で被害を低減し、在来魚等が回復傾向にある実績があ

ります。 

・ 市民参加型・体験型のオオクチバス等防除の取組は各地で実施されるようになって

きています。 

 

＜取組の現状＞ 

・ 2005 年度（平成 17 年度）から各地域３年間程度で、伊豆沼・内沼、羽田沼、片野

鴨池、犬山市内のため池群、琵琶湖内湖、藺牟田池、岡山県吉井川の７箇所におい

て、防除手法の開発や地域の防除体制の確立を目的とした防除モデル事業を実施し

ています。（環境省） 

・ オオクチバス等は広域に分布するため、これらの事業で得られた成果を「防除に関

する手引き」としてまとめ、環境省ウェブサイトの中の外来生物法のページ

（http://www.env.go.jp/nature/intro/4control/tebiki.html）に掲載しています

（環境省）。 

・ オオクチバス、ブルーギル等の効果的な駆除のための「有害外来魚駆除マニュアル」

を作成するとともに、内水面漁業者の行う駆除活動に対して支援を行っています。

（農林水産省） 

 

＜今後の方向性＞ 

・ 事業対象地において、具体的な目標を設定した防除実施計画を自治体とも調整の上

で策定し、戦略的な防除を実施するとともに、得られた知見や取組事例を公開し、

多様な主体の防除に活用されるよう情報発信します。（環境省） 

・ 地域間の連携による推進体制の整備や効果的な外来魚の駆除等の内水面生態系の復

元等に資する活動を集中的に実施する取組を支援します（農林水産省） 

・ 市民参加型・体験型の外来種対策は重要な防除事業であるだけでなく、効果的な普
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及啓発手法であると考えられ、それらの取組を推進するため、NGO・NPO等や県市町

村等の行政機関の取組を支援する制度について整理し積極的に情報提供を行います。

（再掲、環境省） 

 

＜目標＞ 

・ 2020 年（平成 32 年）までに、事業対象地において、根絶もしくは低密度管理のた

めの地域の体制が構築される。（環境省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ 防除実施計画の策定状況及び防除実施計画の目標の達成状況（環境省） 

 

【琵琶湖のオオバナミズキンバイ等】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞ 

・ オオバナミズキンバイはナガエツルノゲイトウなど他の外来水生植物とともに水面

にマット状の群落を形成し、ラムサール条約湿地の登録理由でもある、固有魚種等

の生息地であるヨシ原を減少させ、多様な水生植物の群落に被害を及ぼしています。 

・ また湖底への光を遮り、底生生物や魚類などの生息環境を悪化させています。さら

に水流の停滞による水質の悪化や、船舶の航行や漁業活動にも支障を来しています。 

・ 分布面積について、琵琶湖で生育確認当初から調査されていることから、増加が著

しい場所など緊急に対策が必要な面積等が把握されており、防除を計画的に進める

ことが可能で、かつ地域関係者が連携した取組が進められつつあります。 

 

＜取組の現状＞ 

・ 2013 年度（平成 25 年度）より滋賀県が駆除を開始し、環境省は効果的・効率的な

防除手法を検討するための情報収集等を実施しています。 

・ さらに、2014 年度（平成 26 年度）には、滋賀県をはじめ関係自治体や団体等が協

議会を設置し、生物多様性保全推進支援事業から事業費の１／２の交付を受け対策

を実施、国はモデル事業として防除手法の検討や植生保全が求められる場所におけ

る駆除などを実施することとしています。 

 

＜今後の方向性＞ 

・ 関係する主体と連携して、効果的、効率的な防除手法を検討するとともに、ラムサ

ール条約湿地としての資質が失われないよう適切な取組を実施します。（環境省） 

 

＜目標＞ 

・ 効果的、効率的な防除手法を開発し、2020 年（平成 32 年）までには分布拡大が抑
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えられている。（環境省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ 琵琶湖におけるオオバナミズキンバイ等の分布面積（環境省） 

 

【釧路湿原、奥日光の湿原のオオハンゴンソウ】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞  

・ オオハンゴンソウは寒さや湿地に強く、旺盛に繁殖するため、自然性の高い国立公

園の湿原などへの侵入が多く見られます。 

・ ラムサール条約湿地や国立公園を含む湿原において、生態系や景観に大きな被害を

与えています。 

・ 奥日光の戦場ヶ原におけるオオハンゴンソウの防除など、これまでの事業により、

分布を縮小し、地域的に根絶させた実績があります。 

 

＜取組の現状＞ 

・ 釧路湿原については、2010 年度（平成 22 年度）より、環境省がオオハンゴンソウ

の分布調査を行い、保全上重要な地域において防除を実施してきました。 

・ 奥日光の湿原については、1970年代から栃木県、日光市、環境省、林野庁、自然公

園財団、地元温泉組合、観光協会等により防除が行われ、在来種の生息環境として

重要な戦場ヶ原においては根絶し、現在、周辺地域の防除を実施しています。 

 

＜今後の方向性＞ 

・ 釧路湿原については、現在オオハンゴンソウの分布が確認されていない保全上重要

な地域へ侵入しないようモニタリングを行い、得られた成果を公開します。（環境省） 

・ 奥日光の湿原については、戦場ヶ原等の重要地域に再侵入しないための予防策を講

じます。（環境省） 

 

＜目標＞ 

・ 2020 年（平成 32 年）の時点で、釧路湿原では、保全上重要な地域でオオハンゴン

ソウの新たな侵入（分布の拡大）が防止され、奥日光の湿原においては戦場ヶ原等

の重要地域にオオハンゴンソウが存在していない。（環境省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ オオハンゴンソウの分布状況（環境省） 

 

○そのほか、沖縄島のタイワンスジオ、タイワンハブ、グリーンアノール、オオヒキガエ
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ル等、八重山諸島のシロアゴガエル、オオヒキガエル等についても対策が必要です。 

 

【コラム】マングース防除による生態系回復事例 

かつてネズミによる農作物被害や、毒蛇であるハブの咬傷被害に悩まされていた

沖縄島や奄美大島では、その駆除を目的として 1910 年（明治 43 年）に沖縄島、

1979 年（昭和 54 年）頃に奄美大島へそれぞれマングースを導入しました。ところ

が、導入されたマングースは在来の小型哺乳類や、トカゲ、カエルなどの野生動物

のほか、ときにニワトリなども襲って食べ、その被害が顕著となってきました。沖

縄島と奄美大島は、特に希少な動物が多く、世界でそれぞれの島にしか生息しない

固有種も多く、貴重な生態系を持った島々です。マングースの個体数が増えるに従

って、奄美大島では哺乳類のアマミノクロウサギや鳥類のアマミヤマシギ、両生類

のアマミイシカワガエルなど、沖縄島では鳥類のヤンバルクイナなどの分布域と個

体数が急速に縮小していきました。 

両島において 2000 年（平成 12 年）より、本格的なマングースの捕獲事業が開

始されました。これまでに多くの予算と人員が投入され、大量のわなの設置により

マングースを捕獲し、その生息数を着実に減らしています。沖縄島では 2013 年（平

成 25 年）には、捕獲努力量としての延べのわな設置日数は、年間約 176 万わな日

に達し、100 わな日あたりの捕獲数（CPUE）は 0.01 で、捕獲開始当初（2000 年（平

成 12 年））の約 1/16 まで減少しました。奄美大島では、より顕著で 2013 年（平

成 25 年）には、捕獲努力量としての延べのわな設置日数は、年間約 248 万わな日

に達し、1,000 わな日あたりの捕獲数（CPUE）は 0.04 で、2005 年（平成 17 年）

の約 1/100 近くまで減少しています。 

マングース対策による成果は、マングース自体の生息数の減少以外にも、マング

ースによって減少したと考えられている野生動物の回復という形でも現れてきま

した。沖縄島では 2012 年度（平成 24 年度）にヤンバルクイナの分布域、生息数

の回復が確認されたほか、奄美大島では 2013 年（平成 25 年）に、アマミノクロ

ウサギやアマミトゲネズミ、ケナガネズミ、アマミイシカワガエル、オットンガエ

ル、アマミハナサキガエルなど数多くの希少固有種の生息数の回復が報告されてい

ます。 

こうした希少な固有種の保護のため、2022 年度（平成 34 年度）末までにやんば

る地域、奄美大島においてマングースの根絶を目指し防除作業を継続していきます。 

 

 

（３）広域に分布する外来種への対策 

第１部第２章第１節２に記載されている対策の優先度の考え方のとおり、対策の優先度

は、「潜在的なものを含む被害の深刻度（質）（保全対象地域の重要性（（保護地域×絶滅危
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惧種）としての優先度評価）、対象種の侵略性、緊急性（定着段階、拡散の速度等））」と「潜

在的なものを含む被害の規模（拡がり・量）」から評価できます。「潜在的なものを含む被

害の規模（拡がり・量）」は「生態系・人体・経済への影響の大小、分布の拡がり」から判

断できます。全国に広く分布している、もしくは今後分布を拡げる可能性が高い外来種で、

かつ、生態系被害もしくは農林水産業被害等をもたらしており、「対策の実行可能性・実効

性・効率性」が認められる外来種を、優先的に防除を進めるべき種として選定します。こ

れらの種については、国が効果的、効率的な防除手法の開発やモデル地域における防除体

制の確立などを行い、成果をマニュアルとしてとりまとめ、共有することで、各主体の防

除を支援していきます。 

 

【アライグマ】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞ 

・ 全国ほぼ全ての都道府県で記録され、サギ類のコロニーの破壊やサンショウウオの

捕食などの生態系への被害が報告されているほか、2013 年度（平成 25 年度）には

全国で約３億４千万円の農作物被害をもたらしています。 

・ これまでの事業により、農作物等の被害を低減させた実績があります。 

 

＜取組の現状＞ 

・ 2005 年度（平成 17 年度）から各地域３年間程度で、北海道、関東、近畿、四国、

九州地方において、防除手法の開発や地域の防除体制の確立を目的とした防除モデ

ル事業を実施し、事業で得られた成果を防除マニュアルとしてまとめ、環境省ウェ

ブサイトに掲載しました。（http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html）（環

境省） 

・ アライグマによる農作物被害への対策を効果的に進めるため、本種の生態等に関す

る知識や必要な防除技術を農業者等へ普及する補助教材として、2010 年（平成 22

年）に「野生鳥獣被害防止マニュアル－特定外来生物編」を作成し、関係自治体等

へ配布しました。（農林水産省） 

・ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19

年法律第 134 号）に基づく市町村被害防止計画において、アライグマを対象鳥獣と

して定めた場合、鳥獣被害防止総合対策交付金により農作物被害防止対策を支援し

ています。（農林水産省） 

 

＜今後の方向性＞ 

・ 分布拡大を防止するため、分布情報の把握と分布拡大地域への迅速な情報提供を行

う体制を構築し、侵入初期において効果的、効率的な防除を地域が実施するための

体制構築を促します。（環境省） 
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・ 各地で蓄積されている情報を集約し、事例集もしくはマニュアル等に整理すること

で、地域における効果的、効率的な防除を推進します。（環境省） 

・ 農作物被害を防止するための地域ぐるみの取組を支援します。（農林水産省） 

 

＜目標＞ 

・ 2020 年（平成 32 年）までに全国の分布域等の情報を整備し、広く提供する体制が

整っている。（環境省） 

・ 2020 年（平成 32 年）までに分布拡大の最前線の地方自治体が外来生物法の防除の

確認手続を取っているなど、拡大防止のための連携体制が構築される。（環境省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ アライグマの分布状況、アライグマの捕獲実績及び地方自治体の確認手続きの実施

状況（環境省） 

 

【オオクチバス等】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞（再掲） 

・ オオクチバスは捕食性が高く、大型に成長し、湖沼、河川、ため池などさまざまな

水域に定着しています。またブルーギルは食性の幅がより広く、さまざまな底生動

物に加えて水草なども利用します。コクチバスはより寒冷な水域に生息でき、これ

までオオクチバスが生息しにくかった寒冷地や河川の上流部での侵入が懸念されま

す。 

・ これら３種は、ラムサール条約湿地や国内希少野生動植物種の生息・生育地を含む

全国の陸水域において、生態系に大きな被害を与えています。 

・ これまでの事業により、一部で被害を低減し、在来魚等が回復傾向にある実績があ

ります。 

 

＜取組の現状＞（再掲） 

・ 2005 年度（平成 17 年度）から各地域３年間程度で、伊豆沼・内沼、羽田沼、片野

鴨池、犬山市内のため池群、琵琶湖内湖、藺牟田池、岡山県吉井川の７箇所におい

て、防除手法の開発や地域の防除体制の確立を目的とした防除モデル事業を実施し

ています（環境省）。 

・ オオクチバス等は広域に分布するため、これらの事業で得られた成果を防除マニュ

アルとしてまとめ、環境省ウェブサイト（http://www.env.go.jp/nature/intro/inde 

・ x.html）に掲載しています（環境省）。 

・ オオクチバス、ブルーギル等の効果的な駆除のための「有害外来魚駆除マニュアル」

を作成するとともに、内水面漁業者の行う駆除活動に対して支援を行っています。
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（農林水産省） 

 

＜今後の方向性＞ 

・ 分布拡大を防止するため、効果的な防除・モニタリング手法の開発と防除マニュア

ルの改訂作業によりそれらの普及を進めるとともに、分布情報の把握と分布拡大地

域への迅速な情報提供を行う体制を構築します。（環境省） 

・ 地域間の連携による推進体制の整備や効果的な外来魚の駆除等の内水面生態系の復

元等に資する活動を集中的に実施する取組を支援します。（農林水産省） 

・ 深い場所等で産卵するオオクチバスの効果的な繁殖抑制技術及び電気ショッカー法

により対象外来種を効果的に駆除する技術を開発します。（農林水産省） 

・ 「有害外来魚駆除マニュアル」の周知や駆除活動の推進により、外来魚による漁業

被害の低減に努めます。（農林水産省） 

 

＜目標＞ 

・ 2020 年（平成 32 年）までに、効果的な防除・モニタリング手法を開発し、分布域

等の情報を整備し、広く提供する体制が整っており、全国で防除が進展する。（環境

省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ オオクチバス等の分布域等の情報の整備状況及び情報提供する体制の構築状況（環

境省） 

 

【ヌートリア】 

＜当該外来種による被害と対策の実行可能性＞ 

・ 現在の定着域は岐阜から島根にかけての 11府県に限られていますが、除々に分布域

を拡大しています。ヌートリアによる農作物被害は増加傾向にあり、2013年度（平

成 25年度）には全国で約９千万円の農作物被害が出ています。 

・ イギリスにおいて最大推定生息頭数が 20 万頭に増加しましたが、対策実施から 11

年間で根絶することができた事例があります。 

 

＜取組の現状＞ 

・ ヌートリアによる農作物被害への対策を効果的に進めるため、本種の生態等に関す

る知識や必要な防除技術を農業者等へ普及する補助教材として、2010 年（平成 22

年）に「野生鳥獣被害防止マニュアル－特定外来生物編」を作成し、関係自治体等

へ配布しました（農林水産省）。 

・ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19
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年法律第 134 号）に基づく市町村被害防止計画において、ヌートリアを対象鳥獣と

して定めた場合、鳥獣被害防止総合対策交付金により農作物被害防止対策を支援し

ています（農林水産省）。 

 

＜今後の方向性＞ 

・ 分布拡大を防止するため、分布情報の把握と分布拡大地域への迅速な情報提供を行

う体制を構築し、侵入初期において効果的、効率的な防除を地域が実施するための

体制構築を促します。（環境省） 

 

＜目標＞ 

・ 2020 年（平成 32 年）までに分布域等の情報を整備し、広く提供する体制が整って

いる。（環境省） 

・ 2020 年（平成 32 年）までに、分布が見られる地方自治体に隣接した地方自治体が

外来生物法の防除の確認手続を取っている等、拡大防止のための連携体制が構築さ

れる。（環境省） 

 

＜目標達成の評価指標＞ 

・ ヌートリアの分布状況及び地方自治体の確認手続きの実施状況（環境省） 

 

そのほか、タイワンリス、アルゼンチンアリ等についても対策が必要です。 

以上の種以外の侵略的外来種については、先進的な取組に対して国が支援を実施するほ

か、第２部第１章第４節（４）に記載しているとおり、全国の分布状況、防除手法、優良

事例などの情報を収集し、提供していくことで、各主体が実施する侵略的外来種の防除を

支援していきます。（環境省） 

また、外来植物の多くは、河川の一部だけに生育していることは少なく、供給源となっ

ている場所を含め、広く流域全体で取り組むことが大切であるため、土地利用区分毎に策

定される外来植物対策の手引き（仮称）等を参考に、関係省庁、地方公共団体、企業、民

間団体、専門家、地域住民など多様な主体間と法令等に基づく適切な役割分担の上、連携

した取組に努めます。（国土交通省） 

 

（４）各主体の連携体制の構築 

必要に応じて関係省庁の連絡会議を環境省が中心となって開催するなど、関係省庁の連

携強化を図ります。（再掲、環境省、農林水産省、国土交通省） 

地方環境事務所等が中心となり、地方自治体、国の関係機関等から構成される連絡会議

を各地方ブロックごとに開催するなどし、連携の強化を図ります。連絡会議では、特定外

来生物等の分布状況、被害状況、全国的な防除の方針、防除手法、優良事例、共有できる
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普及啓発ツール等についての情報を収集し、提供する（再掲、環境省、農林水産省、国土

交通省）とともに、分布拡大の先端地域等において、専門家の派遣等の支援について今後

検討します。（再掲、環境省） 

なお、この連絡会議の開催により侵略性の極めて高い種が発生した場合は、科学的知見

を踏まえ、関係機関が連携した早期発見・早期防除の体制の構築につなげていきます。（再

掲、環境省） 

外来種等の見慣れない動植物が見つかった場合の情報や外来種の分布情報等の収集・提

供の仕組について、国立環境研究所が整備を進めてきた「侵入生物データベース

（http://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/）」、国土交通省による「河川環境デー

タベース（http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/）」、環境省生物多様性センターによ

る「いきものログ（http://ikilog.biodic.go.jp/）」等と連携を図ります。（環境省、国土

交通省） 

生物多様性民間参画ガイドラインの普及広報等を通じて、外来種対策を含め、事業者が

生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組むことを促進します。（環境省） 

生物多様性民間参画パートナーシップ等の事業者間の枠組みと連携・協力して、外来種

対策を含め、経済社会における生物多様性の保全と持続可能な利用の主流化に向けた効果

的な施策を実行します。（環境省） 

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関す

る法律に基づき市町村が作成する地域連携保全活動計画に沿った、地域の多様な主体の連

携による外来種防除等の活動を支援します。（環境省） 

生物多様性保全推進支援事業による地域の外来種対策の支援を引き続き推進するととも

に、地域の取組を支援する事業の拡充に努めるなど、地方自治体などが主体となった効果

的な外来種対策を推進します。（環境省） 

新たに自然再生を実施する場合は、外来種が侵入しにくい環境になるよう配慮し、現在

進行している自然再生においては、外来種を積極的に防除します。（環境省、農林水産省、

国土交通省） 

 

 

【コラム】多様な主体が連携した京都市におけるアルゼンチンアリの防除 

アルゼンチンアリは、南米原産の侵略的な外来アリで、1993 年（平成５年）に

広島県においてアジアではじめて侵入が確認され、その後国内で徐々に分布が拡大

しています。世界的に難防除害虫としてよく知られ、国レベルで完全根絶に成功し

た事例はありません。 

2008年（平成 20年）に、京都府京都市の住宅地でアルゼンチンアリの新規分布

が確認されました。発見以降、京都府保健環境研究所、京都市衛生環境研究所等の

関係する主体による分布状況の把握が行われました。その結果、分布範囲は住宅、
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工場等の事業所、公園、公道、河川敷、鉄道路線内等、多くの管理主体の土地に侵

入・定着していることが明らかになりました。 

当該地域では、土地管理が多岐にわたりましたが、関係者の努力によりそれぞれ

の管理主体が連携して防除を実施することができました。ここでは、関係自治体や

住民等の関係者でアルゼンチンアリの侵略性、対策に関する勉強会を何度も開催し、

問題意識の共有を図るとともに、実際の防除に向けての体制作りが模索されました。

そして、専門家の協力を仰いで作られた防除計画に基づき、2012年（平成 24年）

には侵入地全域を視野に入れた防除が行われ、さらに 2013年（平成 25年）からは、

京都府が主体となった「京都市伏見区アルゼンチンアリ防除対策協議会」が立ち上

がり、環境省による生物多様性保全推進支援事業の支援も受け、現在は当協議会、

環境省及び地域関係者が連携して防除が進められています。 

現在、当該地域ではアルゼンチンアリの分布の拡大阻止に成功し、個体数が顕著

に減少するなど、効果があらわれてきており、今後のさらなる成果が期待されてい

ます。 

 

 

第５節 国内由来の外来種への対応 

１ 基本的な考え方 

国は、国内由来の外来種がもたらす影響について、科学的知見を収集し、それらを踏ま

えて考え方の整理を行い、それを普及啓発することにより、地域の取組を促進します。ま

た、国立公園や保護林等において特に島嶼や高山帯の希少な生態系に被害を及ぼしている

国内由来の外来種については、被害の状況を踏まえ必要な対応策を実施します。 

第２部第１章第５節の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・地方自治体による国内由来の外来種を含む条例の作成数：13都道県 

・地方自治体による国内由来の外来種を含む侵略的外来種のリストの作成数：13都道県 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

 ・地方自治体による国内由来の外来種を含む条例の作成数：47都道府県 

・地方自治体による国内由来の外来種を含む侵略的外来種のリストの作成数：47 都道府県 

２ 具体的な行動 

外来種被害防止行動計画の策定及び我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来

種リストの作成により、国内由来の外来種への対応を含む事項について基本的な考え方を

整理し、多様な主体の取組を促進します。（行動計画：環境省、農林水産省、国土交通省/

リスト：環境省、農林水産省） 

国内由来の外来種が引き起こす被害や対応策について情報収集を行い、事例集を作成す

ることで、被害や対応策の周知を図ります。（環境省） 
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「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト作成の基本方針」を示す

こと等により、地方自治体による侵略的外来種のリストの策定を促進します。（再掲、環境

省） 

地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工法として、表土利用工、自然侵入促進工、地

域性種苗利用工について 2013 年（平成 25 年）1 月にとりまとめ公表しており、今後も継

続した植生モニタリング調査による植生遷移の把握を行い、周辺環境に応じたのり面緑化

工への活用を図ります。（再掲、国土交通省） 

2010 年度（平成 22 年度）にとりまとめた「林野公共事業における生物多様性保全に配

慮した緑化工の手引き」を活用し、生物多様性保全に配慮した緑化工の適用可能な場所に

おいては、林道ののり面緑化や荒廃地の復旧等にあたって、遺伝子の攪乱を防ぐよう、自

然侵入促進工や森林表土利用工等による緑化に取り組みます。（再掲、農林水産省） 

2007年度（平成 19年度）に試行的に作成した「自然公園における法面緑化指針（案）」

を成案化するため、2008～2012 年度（平成 20～24 年度）に実施した「緑化植物による生

物多様性影響メカニズム及び影響リスク評価手法」により得られた研究成果等を踏まえ、

「自然公園における法面緑化指針」の策定に向けた検討を進めます。（再掲、環境省） 

小笠原諸島におけるアカギ等の国内由来の外来種を含む侵略的外来種等の駆除による固

有の森林生態系の修復など、国有林野の保護林等において新たな侵略的外来種の侵入・拡

散予防措置等を推進します。（再掲、農林水産省） 

小笠原諸島世界自然遺産地域における、新たな侵略的外来種の侵入及び拡散を防止する

対策について、小笠原諸島世界自然遺産地域科学委員会の新たな外来種の侵入・拡散防止

に関するワーキンググループにおいて検討し、それらの結果を踏まえ、関係機関との連携

の下、必要な対策を実施します。（再掲、環境省、農林水産省） 

小笠原諸島父島に設置を予定している世界遺産センター（仮称）に、非意図的導入を防

止するための付着生物の除去等の外来種対策機能の整備について、検討します。（再掲、環

境省） 

白山国立公園や尾瀬国立公園等において、登山口への種子落としマットの設置や侵略的

外来種による生態系被害の普及啓発に資するパンフレットの作成などを引き続き実施しま

す。（再掲、環境省、農林水産省） 

 

 

【コラム】防除の対象になってしまった高山植物の女王 ～高山帯へのコマクサの持ち込み～ 

高山帯の代表的な植物の一つであるコマクサは、高山植物の女王とも呼ばれ、北

海道と中部地方以北の限られた山域に生育しています。その一方で園芸品種を含む

市販品が、山草として鉢植えやロックガーデンに利用されています。高山帯は外来

植物が比較的少ない環境ですが、最近ではこれまでコマクサが生育していなかった

山域で、外部から持ち込まれたコマクサが生育範囲を広げるようになってきました。
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これらのコマクサのＤＮＡを解析したところ、白山国立公園のコマクサは乗鞍岳と

市販品の、日光白根山のコマクサは、草津白根山、蔵王山、市販品のコマクサが持

ち込まれたものと推測されました。 

こうしたコマクサは、我が国の在来種であるものの、本来の生育地ではない他の

高山帯の原生的な自然を破壊する外来植物（国内由来の外来種）として、駆除の対

象になっています。高山帯での駆除作業には人手がかかるばかりでなく、作業の際

の踏みつけや、抜き取りによる土壌の流亡も心配されます。 

 高山帯の多くは自然公園に指定され、一部の地域で植物の植栽や種子をまくこと

が規制されています。たとえ法律で規制されていなくても、原生的な環境に生物を

持ち込むことは、長い時間をかけて成立してきた地史的な背景を持つ自然を破壊す

ることになってしまいます。 

※参考 

「生物多様性が高いながらも、破壊の危機に瀕している地域」は「生物多様性ホットスポット」

と呼ばれます。2005年（平成 17 年）に生物多様性の高さの指標として(1)維管束植物の固有種 1500

種以上、(2)原生生態系の喪失が 70％以上、という２つの条件を用いて選定された世界の生物多様

性ホットスポット 34 地域（2013 年（平成 25 年）時点：35 地域）の中には、日本も含まれていま

す。 

日本にしか分布していない日本固有種が数多く分布する「日本固有種ホットスポット」を国内で

みると、第１位から第４位までは小笠原諸島や屋久島などの島嶼ですが、第５位から第 10 位まで

は、夕張岳、南アルプス北岳、アポイ岳、八ヶ岳、赤石岳、早池峰山で、全て高山植物が生育する

山岳地域です。高山植物に日本固有種が多いのは、氷河時代の生き残りの植物が、それぞれの山域

で独自に分化してきたためと考えられます。このように高山帯は、日本のみならず世界的にみても

生物多様性の保全上重要な環境です。 

 

 

第６節 同種の生物導入による遺伝的攪乱への対応 

１ 基本的な考え方 

国は、同種の生物の導入による遺伝的攪乱について、事例の収集等、科学的知見を集積

し、それらを公表して、共有を行います。また、社会経済活動への影響に十分な配慮が可

能な場合は、遺伝的攪乱を引き起こさないよう配慮した水産物や緑化植物の利用を推奨す

るなどの対策を進めます。 

第２部第１章第６節の目標として、以下の目標を掲げます。 

【現状】 

・具体的な影響や保全を要する種や地域に関する科学的知見の集積が進んでおらず、対

策を講じる範囲について評価することができていない。 

【目標（2020年（平成 32年））】 

・同種の生物の導入による遺伝的攪乱の具体的な影響や保全を要する種や地域に関する

科学的知見の集積が進んでいる。 
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２ 具体的な行動 

外来種被害防止行動計画の策定により、遺伝的攪乱への対応を含む事項について基本的

な考え方について普及啓発を行い、多様な主体に取組の検討を促します（環境省）。 

同種の生物導入による遺伝的攪乱が引き起こす問題に関する事例を収集し、ウェブサイ

トの掲載や配布により普及啓発を行います。（環境省） 

地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工法として、表土利用工、自然侵入促進工、地

域性種苗利用工について 2013 年（平成 25 年）1 月にとりまとめ公表しており、今後も継

続した植生モニタリング調査による植生遷移の把握を行い、周辺環境に応じたのり面緑化

工への活用を図ります。（再掲、国土交通省） 

2010 年度（平成 22 年度）にとりまとめた「林野公共事業における生物多様性保全に配

慮した緑化工の手引き」を活用し、生物多様性保全に配慮した緑化工の適用可能な場所に

おいては、林道ののり面緑化や荒廃地の復旧等にあたって、遺伝子の攪乱を防ぐよう、自

然侵入促進工や森林表土利用工等による緑化に取り組みます。（再掲、農林水産省） 

2007年度（平成 19年度）に試行的に作成した「自然公園における法面緑化指針（案）」

を成案化するため、2008～2012 年度（平成 20～24 年度）に実施した「緑化植物による生

物多様性影響メカニズム及び影響リスク評価手法」により得られた研究成果等を踏まえ、

「自然公園における法面緑化指針」の策定に向けた検討を進めます。（再掲、環境省） 

第６次栽培漁業基本方針に基づき、「放流計画の策定、種苗の生産、放流等に当たっては、

生物多様性の保全に努める」とともに、「外来生物の導入については、生態系に及ぼす影響

が明確でないことから当面の間、行わない」としています。（農林水産省） 

さけ・ます増殖事業についても、北太平洋の生態系との調和を図り、生物としてもつ種

の特性と多様性を維持することに配慮して実施するとともに、天然魚との共存可能な人工

種苗放流技術の高度化を図り、河川及びその周辺の生態系にも配慮した、さけ・ます増殖

事業を推進します。（農林水産省） 

種苗放流が遺伝的多様性に与えるリスクの評価と低減技術の開発については、2007年度

（平成 19年度）から 2011 年度（平成 23年度）の５カ年で、農林水産技術会議の「新たな

農林水産政策を推進する実用技術開発事業」において、水産総合研究センターを中心に関

係県・大学が共同で実施（マダイ、ホシガレイを対象）しました。また、この成果等を踏

まえ、適切な種苗放流について普及を行います。（農林水産省） 

遺伝的多様性に配慮しつつ、渓流の天然魚を増やすための手法を開発し、パンフレット

等により漁業者に周知します。（農林水産省） 

遺伝的多様性と地域固有性を確保した海草類・二枚貝の移植を推進します。（農林水産省） 

 

第７節 情報基盤の構築及び調査研究の推進 

１ 基本的な考え方 

国は、情報基盤の構築としては、全国的な外来種の分布情報等の収集と公開を行い、関
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係機関が実施する分布調査の結果の相互利用、調査研究機関のネットワークの強化等の連

携の強化を促進します。調査研究の推進としては、第１部第２章第１節７で挙げられた外

来種対策に係る調査研究を推進します。 

第２部第１章第７節の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・侵略的外来種に関する分布情報は限定的である 

・侵略的外来種に関する効果的な防除手法が不足している 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

・主要な侵略的外来種についてリアルタイムな分布情報を把握し、ウェブサイト上で

公開する 

・主要な侵略的外来種に関する効果的な防除手法を確立する 

 

２ 具体的な行動 

【情報基盤の構築】 

1973 年度（昭和 48 年度）から実施している自然環境保全基礎調査を引き続き実施し、

速報性の向上に努めつつ、アライグマ等の外来種の状況を踏まえた国土の生物多様性の現

況把握や変化状況の監視を進めます。（環境省） 

「モニタリングサイト 1000」事業の一部として、外来哺乳類や外来鳥類、高山帯のマル

ハナバチ類を含め、各生態系の指標となる生物種の個体数の変化等のデータを収集し、指

標生物群の種組成や個体数等を定量的に調査します。（環境省） 

「河川水辺の国勢調査」の一環として、河川水辺における外来種の分布情報を河川環境

データベース（http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/）で検索・閲覧できるようにし

ます。（国土交通省） 

環境省と公益社団法人日本動物園水族館協会で 2014年（平成 26年）５月 22日に協定を

結びました。連携を強化することにより、動物園や水族館による各機関の特色を活かした

外来種に係る普及啓発を更に推進させるとともに、必要に応じて公益社団法人日本動物園

水族館協会に加盟する園館の協力を得て、種の同定や防除に係る助言を得るなど、外来種

対策を実施します。（再掲、環境省） 

分布情報を主体とする生物多様性情報をインターネット上で効率的に集め、提供するた

めのウェブサイト（愛称：「いきものログ（http://ikilog.biodic.go.jp/）」）を通じ、さ

まざまな関係機関・専門家・一般市民から外来種等の目撃情報を収集する市民参加型調査

を実施します。市民参加型調査の結果とともに、環境省が実施した自然環境保全基礎調査

等で得られた外来種等の情報を、地図情報や GIS 情報として配信していくことで、生物多

様性情報の相互利用、共有化を促進します。（環境省） 

「いきものログ（http://ikilog.biodic.go.jp/）」等で地域において初めて確認された

生物や全く知見のない生物が確認された場合に収集した情報を基に、学会等の協力を得る



 

112 

 

等により種の同定や早期の対応策を検討するなどの体制を構築することについて検討しま

す。（環境省） 

環境省で整備している生物多様性情報システム（J-IBIS）は、自然環境保全基礎調査や

モニタリングサイト 1000 の調査結果など、外来種を含めた自然環境情報をインターネット

を通じて広く提供しています。今後は、環境省が保有する情報に加えて、地方自治体や民

間団体、一般市民が主体となって実施される自然環境調査の成果についても一元管理・提

供するための新たなシステムを構築します。（環境省） 

「いきものログ（ http://ikilog.biodic.go.jp/）」や「河川環境データベース

（http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/）」、国立環境研究所による「侵入生物データ

ベース（http://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/）」等の情報基盤システムについ

て、データの相互利用等の連携を進めます。（環境省、国土交通省） 

国や都道府県等の自然系（自然環境保全、野生動植物保全の分野等）の調査研究を行っ

ている機関相互の情報交換、情報共有化を促進し、ネットワークの強化等を図っていくこ

と、科学的情報に基づく自然環境施策の推進に寄与することを目的として、年１回以上の

自然系調査研究機関連絡会議(NORNAC)を引き続き開催します。各構成機関における、外来

種を含めた調査研究・活動事例の発表等を通じて情報の共有化を図ります。（環境省） 

今後の防除をより効果的、効率的なものにするため、これまで作成された各種外来種に

関する防除マニュアルを整理しウェブサイトで公開することを検討するとともに、防除の

取組事例もウェブサイト等で情報提供を進めます。（環境省） 

 

【調査研究の推進】 

環境研究総合推進費等により、取組が不足している分野（第１部第２章第１節７参照）

について調査研究を推進します。（環境省） 

農林水産業･食品産業科学技術研究推進事業により、研究課題「新規侵入害虫チュウゴク

ナシキジラミの拡散防止と被害軽減技術の開発」を実施しているところであり、引き続き、

侵略的外来種の防除と管理に係る調査研究等を推進します。（農林水産省） 

病虫獣害による森林被害を防ぎ、生物多様性保全に配慮した持続可能な森林管理を行う

ための技術を開発することを目的とした「森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技

術の開発」の重点課題の中で外来種対策研究を実施します。（農林水産省） 

外来魚を抑制管理する手法について、現在の手法では防除が困難な水深の深い場所で産

卵するオオクチバスの効果的な繁殖抑制技術及び電気ショッカー法により対象外来種を効

果的に駆除する技術を開発します。（農林水産省） 

外来種の分布や影響やその防除等の調査研究を実施している地方自治体の機関同士の情

報共有・連携をさらに深めるため、自然系調査研究機関連絡会議（NORNAC）等の取組をよ

り拡大・充実させます。（環境省） 
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第８節 その他の対策 

１ 基本的な考え方 

国は、外来種に関連する国際機関の取組に積極的に貢献するとともに、寄生生物や感染

症について必要な情報を収集し、提供します。 

第２部第１章第８節の目標として、以下の目標を掲げます。 

 【現状】 

・愛知目標の個別目標９の達成のための外来種被害防止行動計画を策定 

 【目標（2020年（平成 32年））】 

・我が国における愛知目標の個別目標９を達成するまでの取組の成果を締約国会議等

の国際会議で公表する 

 

２ 具体的な行動 

【国際貢献・国際連携】 

生物多様性条約（CBD）、ワシントン条約（CITES）、国際獣疫事務局（OIE）、国際植物防

疫条約（IPPC）といった、外来種と関連の深い国際機関や条約に基づく、国際連携を推進

します。（環境省、農林水産省、国土交通省） 

船舶バラスト水規制管理条約の実施に関する課題（寄港国による監督（PSC）実施の際の

バラスト水のサンプリング・分析方法の確立等）を解決するための IMO における国際的な

議論に引き続き積極的に参加し、条約の発効と実施に貢献します。（再掲、国土交通省、環

境省） 

我が国の在来種が海外で侵略的外来種として被害を与えることを抑制、低減させるため、

海外で侵略的な在来種に関する情報を収集し、それらについて国内で広く普及啓発を実施

します。（環境省） 

 

【寄生生物・感染症対策】 

国外由来の寄生生物や感染症を引き起こす病原体による生態系への影響を抑制、低減す

るため、これらの情報を把握して、広く普及啓発を行います。（環境省） 
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第２章 実施状況の点検と見直し 

 

愛知目標の目標年次が 2020 年（平成 32 年）であることを踏まえ、2017 年度（平成 29

年度）を目途に第２部第１章の各節で設定した目標の進捗状況を把握し、各省庁の取組状

況を確認します。また、2019 年度（平成 31 年度）を目途に第２部第１章の各節で設定し

た目標の実施状況の点検と見直しを実施します。 
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