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「平穏でも安定的でもなく」 

－尖閣諸島の生物相と野生化ヤギの問題点についてー   
 １．尖閣諸島魚釣島の生物多様性の価値について 

 ２．魚釣島の野生化ヤギ問題について 

 ３．魚釣島のヤギ問題への取り組みについて 
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尖閣諸島および魚釣島＊の位置 
（＊面積3.8ｋｍ2、最高点標高362ｍ） 



尖閣諸島魚釣島の固有生物 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

固有種    
 脊椎動物   センカクモグラ Mogera uchidai → 
 節足動物   センカクキラホシカミキリ Glenea masakii 
         センカクズビロキマワリモドキ Gnesis senkakuensis 
         ウオツリナガキマワリ Strongylium araii → → 
         オキナワクロオオアリ Camponotus sp． 
         センカクサワガニ Geothelphusa shokitai  → 
         等脚類の１種 Trichoniscus sp． 
         等脚類の１種  Alloniscus sp. 
 軟体動物  タカラノミギセル Zaptyx takarai → 
           タカラホソマイマイ Buliminopsis takarai 
 維管束植物 センカクカンアオイ Heterotropa senkakuinsularis 
         センカクオトギリ Hypericum senkakuinsulare  → → 
          センカクハマサジ Limonium senkakuense  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
固有変種  
 維管束植物 センカクツツジ Rhododendron simsii var. tawadae → 
         ムラサキチヂミザサ Oplismenus compositus var. purpurascens  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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上島 励氏（東京大学）のコメント： 

 「この他に未記載種と思われるもので、固有種の可能性のあるもの
が少なくとも2種あり、調査をすれば固有種の数はさらに多くなると予

想されます。この他に尖閣を模式産地として記載されたマサキベッコ
ウは西表にも産することになっていますが、西表の集団とは別種で

ある可能性があり、その場合には固有種となる可能性があります。」  



動物地理などから推定される南西諸島の古地理 
 （Ota、1998） 

更新世前期（約150万年前）  更新世後期（約1.5～2万年前） 



動物地理などから推定される南西諸島の古地理 
 （Ota、1998） 

更新世前期（約150万年前）  更新世後期（約1.5～2万年前） 
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             「沖縄トラフの形成時期 

               はかなり新しい」 

              （Osozawa et al.、2011） 



野生生物の価値（使用価値、instrumental value） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 カテゴリー         実      例 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

    物質    食物、燃料、繊維、医薬品             

  サービス   花粉媒介、物質循環、窒素固定、環境調節    

    情報     遺伝子工学、応用生物学、純粋科学       

精神・心理  美、宗教的畏敬、科学的知識（内在的価値）            

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 （Callicot、J. B.“Conservation Values and Ethics”、in Meffe and Carroll、1994） 

     



野生生物の価値をもたらすもの 

     ①多様性 

 分化の促進↓↑地域差の拡大 

     ②固有性 



世界各国の生物種の多様性（リード・ミラー、1994） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

                  哺 乳 類              高 等 植 物 
  地域        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

             種の多様性＊ 固有種の割合   種の多様性＊ 固有種の割合 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

 アフリカ 
  ケニアなど７国    22～70      1～10％     450～2300    2～21％ 
  ウガンダ         120        1          2000        1 
 アメリカ  
  中南米５国      21～120      1～14      2300～11000   1～28 
  メキシコ          73          31          4600       57 
  合衆国           36         27          2100       20 
  カナダ            15         3           340         4 
 アジア太平洋地域 
  オーストラリア       32         74           1800       82 
  中国             41          16          3400       56 
  日本             57        32          1700       35          
  インドネシア        93        32          4400       62 
 ヨーロッパ４国      17～48           0         510～1900  0.5未満～3 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

（＊種数－面積関係を用いて、地域ごとの種数から面積の影響を取り除いた指数） 



                                        

 

 

 

 

 

   中期更新世前期～ ヒメネズミ 

   中期更新世中期～ チビトガリネズミ、トガリネズミ、ニホンジネズミ、ヒメヒミズ、 

                ヒミズ、ミズラモグラ、コウモリ３種、ニホンザル、ノウサギ、 

                ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヤマネ、オオカミ、 

                タヌキ、アカギツネ、オコジョ、ニホンイタチ、 イノシシ 

 

            

 

   中期更新世後期～ カワネズミ、テングコウモリ、モモンガ、ハタネズミ、アナグマ 

   後期更新世～   アブラコウモリ、ヤマコウモリ、コテングコウモリ、スミスネズミ、  

               ヒグマ、ツキノワグマ、イイズナ、ニホンジカ                            
                                   （河村ら、1989；Abe、1999）  

日本列島における哺乳類相の変遷（数字は万年前） 

新生代 

 第三紀 

  中新世（2640～510）：日本列島弧、日本海の形成；デスモスチルス 

  鮮新世   

  更新世  

   前期 

   中期（約73～13）：本州陸塊、大陸から分離 ；ナウマンゾウ、 

    リス氷期（17）                   オオツノジカ 

   後期 

 第四紀  

  完新世 

    ウルム氷期（2）：北海道・魚釣島、大陸と接続；マンモス 

 （現在：すべての島嶼が大陸から分離） 



野生生物の価値をもたらすもの 

     ①多様性 

 分化の促進↓↑地域差の拡大 

     ②固有性 

     ↑ 
③歴史性 

固有の歴史、長い歴史をもった自然には最も価値がある 
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     ↑ 
③歴史性 

固有の歴史、長い歴史をもった自然には最も価値がある 

＋急速な（わずか2万年以内！）種分化⇒生物進化の実験場 
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尖閣諸島魚釣島の 

野生化ヤギと 

その導入の経緯 
 

（写真は横畑・横田、2000） 



地表の大半が裸地化し、 

赤土がむき出しになって 

いる（右）。 

 

流れ込んだ大量の赤土 

によって海面が真っ赤 

に染まり、海底では多く 

の生物が窒息状態にな 

っている（下）。 

 

 

                   野生化したヤギの影響     
                 によって植生が大きく 

                 破壊された小笠原諸島 

                 媒島（なこうどじま）の現状 
                           （冨山清升氏のホームページによる） 



 

魚釣島北部の空撮写真（横畑・横田、2000）  

        ↓         北小島（奥）と南小島（手前）（横畑・横田、2000）  

 

 

                ← 

 

                  魚釣島東部の斜面 （横畑・横田、2000） 

ISOデータ法によるイコノス画像分析例（Yokohata et al.、2003） 
 

魚釣島空撮写真とイコノス画像の比較 （空撮は1999年6月実施） 



 

 

 

 

 

                         ■：海岸、崖などの露岩（15.43％）                         

                        ■：裸地化した隆起サンゴ礁植生（1.22％）   
                        ■：その他の裸地（12.37％） 
                        ■、■：樹冠部の残存する森林（70.99％） 
 
 
 

        

 

 

 
 

イコノス画像データによる 
トゥルーカラー画像 
（横畑、2004 ） 
        ▼ 
    
                                         ▲ 

                              左の画像のISO データ法による分析； 
                           （13.59 ％が裸地化；Yokohata et al.、2003）  

                            高解像度人工衛星イコノスによる 

                      尖閣諸島魚釣島の現状把握 



QuickBird、2006年6月24日撮影 
R:G:B = 3：2：1 

航空写真、1978年11月30日撮影 

IKONOS、2000年5月8日撮影 
R:G:B = 3：2：1 

航空写真、2002年 1月12日撮影 

0.6 m 

0.25 m 

0.8 m 

0.61 m 



2006年３月の魚釣島 

（朝日新聞社、未発表） 

南斜面西～中央部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        南斜面中央部 
南斜面 



尖閣諸島魚釣島の傾斜度別 

裸地面積割合（金子ら、未発表） 
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尖閣諸島魚釣島 

における斜面崩壊危険度（金子ら、未発表） 



上陸調査による魚釣島の植生図（新納・新城、1980） 



航空写真による植生の比較 

2002年 

（ 1978年と2002年；附田、2010） 

1978年 

  24.71％ 
    ↑ 
  13.24％ 

無植生地 

 ミズガンビ群落、シオカゼ 

 テンツキ-ハマボッス群落の 

全面積が無植生地に変化 



-0.5            -0.3                 0            0.2              0.4   

ALOS（だいち）衛星データによる尖閣諸島魚釣島の 

植生指数（NDVI；植物の光合成の活性を示す指数） 

0.8くらいあるのが普通 



尖閣諸島のアホウドリ Diomedea albatross について 

南小島で繁殖中のひな 
（http://senkakushizen.iinaa.net/） 

魚釣島などでは絶滅 
 

 

 

 

 

 

北日本新聞（2010年10月8日版）→ 
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北日本新聞（2010年10月8日版）→ 



→ 捕食・採食   → その他の悪影響   → 供給 

離島の生態系への 外来生物 の影響：小笠原の場合 
（日本生態学会、2013） 



→ 捕食・採食   → その他の悪影響   → 供給 

離島の生態系への 外来生物 の影響：小笠原の場合 
（日本生態学会、2013） 



クマネズミ：魚釣島のもう一つの外来哺乳類 （？） 

クマネズミに食われた鳥の卵（Vernham、2010） 

…ただし、南西諸島（尖閣諸島を含む）のクマネズミは遺伝子、寄生 
  虫からみて土着集団の可能性があり、根絶には慎重になるべき 

クマネズミ↑→ノネコ↑（？）→センカクモグラなど↓（？） 
                                                   （Hyperpredation） 
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▼ 

柵によるヤギの群れ（▽）     柵に追い込んだヤギ 

    の追い込み             の保定作業 

              むこ       なこうど 

小笠原諸島聟島群島媒島におけるヤギの捕獲 

                     （常田・滝口、2011） 



尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギ問題に関する新聞報道 
１．1993 年 6 月 8 日付中日新聞夕刊「国境の島に残る日の丸」 

２．1997 年 11月 9 日付朝日新聞「魚釣島のモグラ守れ 学者ら緊急アピール」 

３．1997 年 11月 9 日付読売新聞広島版「モグラは“環境探偵団” 比和でサミット 野生動植物保護考える」 

４．1998年 3 月 27 日付京都新聞「魚釣島（尖閣諸島）でヤギ大繁殖 78 年 日本の団体持ち込む 日本生態学会で報告，約 1000 頭」 

５．1999 年 7 月10 日付朝日新聞夕刊「争いの島 ヤギ「占領中」 21 年で 2 頭から数百頭に 日中台が領有権主張」 

６．中華民国 88 年（1999 年） 10 月 30 日付連合報「釣魚台發現鼬鼠 日學者眇兩岸，日本共同挽救」 

７．2001 年 4 月 14 日付朝日新聞沖縄版夕刊「命と歴史 刻む楽園 「美ら海」空中散歩 招かれざるヤギ」 

８．2001 年 8 月 16 日付北陸中日新聞「富山いきもの紀行 11 モグラ 環境汚染の見張り役 物質蓄積 他の動物を上回る」 

９．2001 年 12 月 15 日付毎日新聞北海道版「兵庫で野生生物保護学会 北方 4 島のラッコなど調査 領有権問題で制約」 

10．2002 年 9 月 4 日付日本農業新聞「モグラ 以外と知らない農業の大敵⑥ 人間との関係 身近な生態系の重要な一員」 

11．2002 年 12 月 12 日付読売新聞「尖閣・魚釣島 ヤギ大増殖 政治団体が 24 年前放置 固有の動植物、大メェ〜ワク  

12．2002 年 12 月 12 日付毎日新聞「野生化ヤギ増加で生態系崩れ、哺乳類学会が駆除要請。尖閣・魚釣島」 

13．2002 年 12 月 12 日付茨城新聞「尖閣のヤギ根絶を ほ乳類学会が要望書 増え過ぎで生態系に悪影響」 

14．2002 年 12 月 12 日付沖縄タイムス「来たくて来たわけじゃないのに… 「魚釣島のヤギ生態系乱す」学会が国に根絶要望」  

15．2003 年 1 月 17 日付沖縄タイムス 

16．2003 年 1 月 18 日付沖縄タイムス（夕刊） 

17．八重山毎日新聞「魚釣島でヤギが繁殖 生態系破壊の恐れ 日本哺乳類学会 上陸調査で国に協力要請」 

18．琉球新報（夕刊）「尖閣諸島のヤギ対策要請 日本哺乳類学会」 

19．2003 年 1 月 25 日付國民新聞「尖閣列島を巡る動き 3 件 3．尖閣ヤギ大繁殖」  

20．2003 年 2 月 9 日付世界日報 

21．2003 年 3 月 25 日付國民新聞「尖閣諸島の「ヤギ駆除」 中国に遠慮して、日本政府何もせず」  

22．北陸中日新聞 2003 年 7 月 29 日「研究室発 富山大教育学部（動物学） 横畑泰志・助教授 マイナーな存在アピール」 

23．2003 年 11 月 6 日付朝日新聞「外来種五話 その３ ヤギが外交問題に登場」 

24．2008年３月17日付読売新聞西日本版夕刊「放たれたヤギ大繁殖 魚釣島希少種絶滅の危機」 
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尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギの排除を求める要望書       

 東シナ海に位置する尖閣諸島には、極めて長い地理的隔離の歴史と温暖な海洋性亜熱帯気候のもとで特有の豊かな生態系が 

形成されてきた。その中でも最大の島嶼である魚釣島は、センカクモグラ（哺乳類）、センカクナガキマワリ（昆虫類）、タカラノミギセ 

ル（陸生貝類）などの固有種を含む貴重な動物相、センカクオトギリ、センカクハマサジなど 3種 2 変種の固有植物を含む、少 

なくとも約 300 種からなる豊富な植物相を擁している。環境省版レッドデータブックでは、そのうちセンカクモグラ、セスジネズミが絶 

滅危惧 IA類、アオツラカツオドリが絶滅危惧 II 類、ミサゴとカラスバトが準絶滅危惧種、タカラノミギセル、アツマイマイが希少種に 

指定されている。植物では、絶滅危惧種が 19 種（絶滅危惧 IA 類が 9 種、絶滅危惧 IB 類と絶滅危惧 II 類が各 5 種）おり、沖縄県 

版レッドデータブックでは、植物のうち 9 種が絶滅危惧種、21 種が危急種、4 種が希少種とされている。また、尖閣諸島ではかって 

すべての島で絶滅危惧 II 類のアホウドリが繁殖しており、その後乱獲などによりほぼ絶滅状態になっていたが、最近になって付 

近の島で繁殖が再確認されており、環境が良好に保たれれば、再び魚釣島での繁殖も期待できる。このように、魚釣島の生物多 

様性の価値とその保全の重要性は極めて高い。 

 しかしこの島では、1978 年に日本人が持ち込んだ一番のヤギが数百頭にも増加し、著しい植生変化が起きている。例えば、最近 

の人工衛星を用いた画像解析研究の結果、島の面積の 13.6 ％が裸地化し、ほぼ全域で植生の衰退を示す兆候が認められてい 

る。自然分布地以外の場所に導入され、増殖したヤギなどの大型草食獣は、食害などで植生に著しい影響を与え、最終的には生 

態系全体に壊滅的な被害をもたらすことが世界的に知られている。こうした現象は特に採食場所が集中しやすく、植物に採食への 

抵抗手段が発達しておらず、また草食獣の天敵がいない小規模な島嶼で顕著であり、またそうした場所には固有の生物が多いの 

で、被害は甚大なものとなる。日本国内では小笠原諸島などで野生化ヤギによる被害が深刻な問題となり、大半が裸地化するほ 

どの被害を受けた島も存在する。 

 このような外来種の管理に関しては、生物多様性条約第 8 条において「生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種の導入を防止 

し、またはそのような外来種を制御しもしくは撲滅すること」が締約国に義務づけられている。また、2002 年 4 月には生態系、生息 

地及び種を脅かす外来種の影響緩和のための指針原則が定められ、環境省はこれらを受けて、移入種（外来種）への対応方針を 

定めている。したがって、魚釣島の生物多様性の価値を考えれば、外来種であるヤギの早急な排除が必要である。 

 以上述べたように、魚釣島では、ほぼ全域で野生化ヤギの影響が認められ、多くの生物が絶滅の危機に瀕していると考えられる。 

今後この現状を放置すれば、島の貴重な生態系はさらに著しく破壊され、数々の貴重な生物が遠からず絶滅することが予測され 

る。この様な事態を防止するために、日本生態学会は政府及び関係自治体に以下のことを強く要望する。 

 1．尖閣諸島魚釣島の生態系の現状を把握するための上陸調査を早急に実施すること。 

 2．尖閣諸島魚釣島の野生化ヤギ排除のための事業を早急に実施すること。 

 以上決議する。 

                                                                       2003 年 3 月 23 日                          
 日本生態学会第 50 回大会総会                          提出先：環境大臣、外務大臣、沖縄県知事、石垣市長 
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尖閣諸島沖中国漁船衝突事件の発生 

写真は
2010年
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16日付 
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「センカクモグラを守る会」設立記者会見  



「センカクモグラを守る会」第１回シンポジウム 

（2010年10月26日、名古屋都市センター） 



第２回シンポジウムの光景 
（衆議院議員 木内 実氏のホームページによる） 



2010年 
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付東京 
スポーツ 

魚釣島の上陸調査を求める国会質問の報道 



魚釣島への上

陸調査の許可

を求めるインタ 

ーネット署名

（2011年3月- 

 2012年3月） 

  http://www.shomei. 

  tv/project-1718.html 
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魚釣島の上陸調査を求めるインターネット署名 

（2011-12年）の署名者数の推移 

1031／10000名 

←第２回シンポジウム 

←？ 



魚釣島の上陸調査を求めるネット署名（2011-12年）
のコメント（241件）にみる署名者の関心 

                保全＋領有 

       不明        権 9.9%      
      25.6%      保全       

              28.7%  

   上陸                        

 9.0%     領有権 

                      26.9% 



魚釣島の上陸調査を求めるネット署名（2011-12年）
における「保全」を求めるコメントの例 

・領土問題は関係なく、希少動物の調査を。 

・自国内の地史的にも特異なエリアで、生物相の十分な把 

 握や、すでに明示されている生物多様性存続危機要因の 

 排除に向けた施策を何も行なわず、日―悪化しているこ 

 とが想像に難くない問題をただそのまま放置しているいま 

 の日本は，生物多様性条約加盟・批准国として、国際的 

 な責任を果たしているとは到底言えない。一刻も早く現状 

 把握に向けた現地での科学的調査を実施し、その結果に 

 もとづいて在来生態系のこれ以上の変質を食い止め保全 

 するための効果的な対策を立て、実行するべきである。 



魚釣島の上陸調査を求めるネット署名（2011-12年）
における「領有権」や「上陸」に関するコメントの例 

○領有権に関するコメント 

・中国の蛮行は許せません。 

・野生化したヤギよりも支那人から守るほうがメインだ！ 

・日本の領土というアピールの為にもぜひ！ 

・現状の日本では、尖閣諸島の領有を主張する方法がコレ 

 しかないので署名しました。 
 

○上陸を求めるコメント 

・自国の領土に上陸しないのはおかしいです。 

・わざわざ署名を求めなければならない現状が理解不能。 
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