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伊豆諸島御蔵島の世界最大のオオミズナギドリ集団繁殖地の保全を求める要望書 

 

 東京都伊豆諸島の御蔵島には、オオミズナギドリの世界最大の集団繁殖地があり

ます。オオミズナギドリは、東アジアのみで繁殖する海鳥ですが、繁殖鳥の最大で

8 割もの個体が御蔵島に集中して繁殖することが知られていました。御蔵島のオオ

ミズナギドリの集団繁殖地のうち、南斜面は鳥獣保護管理法に基づき、東京都によ

り鳥獣保護区に指定され、さらにその中心部は特別保護地区にも指定されています。

また、御蔵島は富士箱根伊豆国立公園内に位置し、ほぼ全島が自然公園法による特

別保護地区または第 1 種から第 3 種の特別地域に指定されています。このほか、御

蔵島自然保護条例をはじめとする村や都の条例や要綱を含め、各種法令や行政の取

組が、村民の方々の理解と相まって、海洋島の生物多様性と特色ある生態系を保全

する上で、重要な役割を果たしてきました。特にオオミズナギドリの繁殖地を守る

ために、御蔵島の村民の方々が外来性肉食哺乳類を島から極力排除してこられたこ

とには敬意を表するものであります。 

しかし近年、人が持ち込んだネコ（標準和名イエネコ）が山中に入り、人間の管

理を離れたノネコとして代を重ね、その数は 520 頭とも推計されています。そして

これらのノネコが、低い見積もりでも毎年約 2 万羽のオオミズナギドリを捕食して

いると推計されています。東京都が生息数推定調査した 1978 年には 175～350 万

羽だったオオミズナギドリの繁殖集団は、環境省の定点調査が始まった 2007 年に

は 100 万羽と、わずか 30 年間で 43～71％も減少し、その 5 年後の 2012 年も激減

傾向が続き、改善回復が見られないことが示されました（文献 1,2,3 による）。現状

のまま推移すれば集団絶滅が 30 年後と推定されています。 

 御蔵島におけるオオミズナギドリの集団繁殖地を保全するために、以下の事項を

要望します。 

 

1. 御蔵島のオオミズナギドリの集団繁殖地を保全するために、環境省、東京都、御

蔵島の三者で連携して検討し、繁殖環境を保全・回復するための措置をとること。 

 

2. 御蔵島において、生物多様性保全国家戦略で位置づけられる外来生物対策として、

ノネコなどの侵略的外来生物の捕獲排除を行うこと。 

 

3. 御蔵島鳥獣保護区の指定要件をオオミズナギドリの集団繁殖地として、鳥獣保護

区域および鳥獣保護区特別保護地区の拡大を図ること。また、御蔵島鳥獣保護区を

都指定から国指定に指定替えすることの必要性について検討すること。 
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伊豆諸島御蔵島の世界最大のオオミズナギドリ集団繁殖地の 

保全を求める要望書の背景説明  

 

 御蔵島（面積約 20km2、人口約 300人）は伊豆諸島に位置し（図 1）、自然公園法で

ほぼ全島が特別保護地区、第 1 種、第 2 種、第 3 種特別地域に指定され(図 2)、一

部は東京都鳥獣保護区に指定されてきた（図 3）．照葉樹林の巨木密度が日本で最も

高く、長く黒潮域の代表的な海洋島に位置づけられ、生物多様性と特徴ある動物相

が維持されてきた． 

 

 この御蔵島で繁殖する外洋性海鳥オオミズナギドリ（ミズナギドリ目ミズナギドリ

科、 

東アジア固有繁殖種、体重約 0.5kg、全長約 50cm）（写真１）は、世界の全繁殖集団

の最大 8割にもあたるとみられてきた（引用１、2）． 

 

本種は同じミズナギドリ目に属するアホウドリ類同様に、繁殖開始齢が 5～8 歳

ときわめて遅く、繁殖期間が毎年約 9ヶ月を要し、産卵数は年 1卵のみの、鳥類中

もっとも少産型動物なために、いったん生息数が減るとその回復が極めて難しい特

徴を持つ海鳥である．肉食性哺乳類がもともと不在な島で進化したため、彼らへの

防御形質を獲得していない．そのため外来の肉食哺乳類が島に侵入すると、大きな

脅威になることが予想されてきた（引用 3～6）． 

 

近年、御蔵島に持ち込まれていた飼い猫（標準和名イエネコ、中東を起源とする外

来ネコ）が野放しのまま山中で繁殖を繰り返してノネコとして増殖し、御蔵島の野

生動物相へ大きな脅威をもたらすまでに至った．とりわけオオミズナギドリへの捕

殺被害は大きく（写真 2）、オオミズナギドリの生息数の急減を引き起こす一大要因

になってきた．ノネコは少なくとも約 520頭の生息が予想されており、これらのノ

ネコが低い見積もりでも毎年約 2万羽のオオミズナギドリ（とりわけ成鳥・亜成鳥）

を捕食していると推計されている（引用 7～9）． 

 

東京都が生息数推定調査した 1978年には 175～350万羽だったオオミズナギドリ

の繁殖集団は、環境省の定点観測が始まった 2007年には 101万羽と、わずか 30年

間で 43～71％も減少し、その 5 年後の 2012 年も激減傾向が続いており、回復が見

られない（図 5）．現状のまま推移すれば集団絶滅が 30 年以内と推定される状況に

ある (引用 5) ． 

 

急減中のオオミズナギドリだけでなく、世界で御蔵島と神津島の 2島のみに局在

する世界的希少種ミクラミヤマクワガタにもノネコの食害が確認されており、1 個

のネコ糞に 3頭の頭部を含む 7頭分の残滓が含まれる事例も報じられている（引用

10）．さらに天然記念物や絶滅危惧種のアカコッコ、モスケミソサザイ、オースト

ンヤマガラや、カラスバトなどの島嶼固有の鳥類への捕食圧も大きいことが強く懸



念される．オオミズナギドリ以外でも、同島の繁殖集団が絶滅する生物種が出るこ

とが憂慮される． 

 

現在、御蔵島において、村民の方々、鳥類研究者、獣医師などの島の内外の有志

が御蔵島村役場と協働してノネコ対策を実施しているが（引用 11、12；参照 web資

料 1、2）、ノネコは島の森林内の至る所に生息しており（引用 13）、山岳島の地形

から箱ワナでの捕獲の徹底が難しく、さらにノネコの増殖速度が極めて速いため、

このままの状態が続くとノネコのさらなる増加が懸念されるに至った．  

 

ノネコは高い増殖率（交尾排卵で受精率が極めて高く、1歳以下からの若齢繁殖、

1 腹 4-6 頭出産で、年複数回繁殖）と高い狩猟能力を有し、世界の多くの島嶼で鳥

類や小動物を減少、絶滅させている．そのため世界自然保護連合（IUCN、本部スイ

ス、日本は IUCN日本委員会に政府として加盟）や日本生態学会（国内最大の生物系学

会、2015年時の学会員数 3794名）でも、ノネコを「世界の侵略的外来種ワースト 100」

に指定している．世界各国の多くの島嶼でノネコ対策が総合的に進められ、ノネコ

の排除に成功した島では、固有動物などの個体数が顕著に回復する成果が挙がって

いる（引用 14、15他）． 
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図１．御蔵島の位置 

（出典サイト） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Izu_is

lands.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図凡例 

 

 

 

 

 

 

図 2．御蔵島の国立公園 (富士箱根伊豆国立 

公園)に関するエリア区分 

(出典サイト) 

http://www.env.go.jp/park/fujihakone/intro/files/area_3.pdf 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Izu_islands.png
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Izu_islands.png
http://www.env.go.jp/park/fujihakone/intro/files/area_3.pdf


 

 

 

地図凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．御蔵島の鳥獣保護区に関するエリア区分   

(出典サイト) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/animals_plants/attachement/hunte

r_map2015_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 御蔵島のオオミズナギドリの繁殖地 （黒枠内のエリア） 

(出典地図 に岡 奈理子加筆) 

出典：http://maps.gsi.go.jp/ 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/animals_plants/attachement/hunter_map2015_2.pdf
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/animals_plants/attachement/hunter_map2015_2.pdf
http://maps.gsi.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 御蔵島のオオミズナギドリ繁殖集団の 35年間の変化 

 (東京都・環境省の調査に基づく) 
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写真１ 御蔵島のオオミズナギドリ成鳥（撮影 岡奈理子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 御蔵島の集団繁殖地で数多く見られるオオミズナギドリの死体 

と羽毛が混じる猫糞                (撮影 岡 奈理子・広瀬節良) 

 


