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プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　第 22期　助成成果報告書（2014）

伊豆諸島八丈島における外来種ニホントカゲの侵入による
在来種オカダトカゲの絶滅リスク評価

島嶼生物学研究会
岡本　卓 1・栗山武夫 2

　伊豆半島・伊豆諸島の固有種オカダトカゲの八丈島個体群は，外来種ニホンイタチの影響により絶滅
が危惧されており，さらに近年定着した外来種ニホントカゲと交雑が生じていることも明らかにされて
いる．本研究では，野外調査による密度と齢構成の種間比較，標本の解剖による雄の性成熟齢の種間比
較を行った．その結果，雄の性成熟はともに 1 歳の秋と推定され，種間差は無いと考えられるが，ニホ
ントカゲの方が個体群密度が高く，より若い個体の割合の多い齢構成であると推定された．よって，ニ
ホントカゲはオカダトカゲより増加率が高く，その結果高密度となり，非対称な交雑を生じさせると予
想される．これは，別途行われた DNA 解析に基づく遺伝子流動動態の予備的な推定結果とも一致する．
よって，将来は全島的にニホントカゲ型遺伝子が拡散し，純系のオカダトカゲは絶滅状態となると予想
される．

Ⅰ．はじめに

　小島嶼は，様々な固有種を進化させている

生物多様性の重要な担い手であると同時に，

構成種数が少なく群集構造が単純であるため

外来種の侵入などに対して非常に脆弱である 

（Courchamp et al. 2003; Kier et al. 2009）． 日 本

は多数の島嶼系からなり，これにより固有の

生物相を育んできた （Conservation International 

2012）．よって，島嶼生物相の適切な保全・管

理は，日本独自の生物多様性を維持するうえで

避けて通れない課題と言える．本州中部から太

平洋へ南北に伸びる伊豆諸島は，そのような日

本の島嶼系の一つである．伊豆諸島に分布する

種は本州と関連するものが多いが，様々な起源

のものが入り混じった独特の群集構造となって

おり （Hasegawa 2003；岡本・疋田 2009；大野

ほか 1990），琉球列島や小笠原諸島とも一線を

画すものである．

　伊豆諸島の動物相を特徴付ける動物として，

オカダトカゲ Plestiodon latiscutatus （図 1a，ト

カゲ科，爬虫綱） が挙げられる．オカダトカゲ

は，伊豆諸島のほぼ全域と伊豆半島に分布する

日本固有種で，陸上脊椎動物相の貧弱な伊豆

諸島において重要な中間～上位捕食者となっ

ている （Hasegawa 1999）．伊豆諸島の八丈島で

は，かつてオカダトカゲが高密度で生息してい

た （Goris 1967；加藤 1940；大野 1994）．しか

し，ネズミ駆除のために本土からニホンイタチ 

Mustela itatsi が導入され，その捕食圧により激

減してしまい，現在では絶滅の危機に瀕してい

る （大野 1994；長谷川・太田 2000）．そして，

八丈島の個体群は，同じくイタチの影響で激減

した三宅島・青ヶ島の個体群とともに，「絶滅

のおそれのある地域個体群」として旧環境庁

のレッドデータブックに載せられている （長谷

川・太田 2000）．
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図1

図 1　オカダトカゲ・ニホントカゲ幼体の色彩．

図2

図 2　八丈島の地図およびトカゲの調査地点．八丈島の位置および地図，トカゲの調査地点を示す．外部形態と DNA データに
基づき，● をニホントカゲ集団分布地点，▼ を交雑集団分布地点，■ をオカダトカゲ集団分布地点と定義した．
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　近年，八丈島において新たな外来種ニホント

カゲ Plestiodon japonicus （図 1b） の定着が確認

された （栗山ほか 2009）．ニホントカゲはオカ

ダトカゲの近縁種であり （Brandley et al. 2011, 

2012），これまでの我々の調査により，八丈島

の両種間で交雑が生じていることが示されてい

る （Okamoto et al. 2013）．現時点では交雑は一

部地域に限定されているが （図 2），将来これが

広い範囲に拡大する可能性も指摘されている．

交雑が全島に拡大すれば，八丈島の純系オカダ

トカゲ集団は絶滅状態となる．八丈島のオカダ

トカゲの危機的状況を考慮すれば，この新たな

脅威について早急にリスク評価する必要があ

る．

　そこで本研究では，ニホントカゲとオカダト

カゲの個体群密度と繁殖生態を比較することに

より，将来の両種の個体数動態の違いを推定し，

オカダトカゲ集団への浸透性交雑が島内で将来

拡大してゆくかどうかを考察する．

Ⅱ．調査方法

1．野外調査および標本採集

　八丈島における現地調査は，2011 年 10 月

15 ～ 28 日，2012 年 5 月 19 ～ 23 日，7 月 27

～ 30 日に行った．2007 以降の調査過程 （栗山

ほか 2009a；Okamoto et al. 2013） で判明してい

た 11 地点のトカゲの生息地 （地点 1 ～ 7， 9， 

11， 13， 14） に加え，新たに発見した 3 地点を

含む 14 地点で調査を行った （図 2）．八丈島の

オカダトカゲ （図 1a） は，ニホントカゲ等近縁

種の幼体に特徴的なストライプ模様 （図 1b） を

欠く．このような外部形態の特徴と DNA 解析 

（Okamoto et al. 2013；岡本ほか未発表） の結果

に基づき，各地点をニホントカゲ生息地点・オ

カダトカゲ生息地点・交雑集団生息地点のいず

れかと定義した （表 1）．

表 1

 DNA 解析  精巣サイズ計測  センサス回数 

地点   5～8 月 9～10 月  5 月 7 月 

●ニホントカゲ集団 

1 31  15 32  2 11 

2 3  1     

▼交雑集団 

3 13  6    2 

4 9  3 1   5 

5 6  1 2   2 

6 9  2 3   5 

7 10  6 1  1 4 

8 5  1 5  2 7 

■オカダトカゲ集団 

9 27  10 2  2 4 

10 22     1 4 

11 7   1  2 5 

12 6      6 

13 11  2 1   6 

14 6      8 

表 1　使用した標本数およびセンサス調査回数．トカゲ両種の典型的な色彩の様態を示す．(a) 八丈島産オカダトカゲ．頭～胴
体背面は褐色，尾は先端部のみわずかに青い．(b) ニホントカゲ．頭～胴体背面は黒字に黄白色のストライプ，尾は鮮やかな青．
成体になると，両種とも (a) に似た色彩になる．
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きなかった個体は，齢構成指標の計算から除外

した．

　標本採集は，センサス調査を行う場合はその

終了後に，それ以外は随時行った．ニホントカ

ゲ生息地点および交雑集団生息地点では，捕獲

した標本は持ち帰り，液浸標本として固定・保

存した．オカダトカゲ生息地点では，原則とし

て採集した個体については体サイズの計測のみ

行い，指切り法による個体標識を行ったのちに

放逐した．ただし，オカダトカゲ生息地点のう

ち地点 9・10 では，明らかに普通のオカダトカ

ゲと異なるカラーパターンの個体がまれに見ら

れたため，そのような個体はニホントカゲまた

は雑種と判断し，持ち帰って液浸標本にした．

また，性成熟の剖検については，上記の調査で

得られた標本に加えて，2009 年秋～ 2011 年の

調査で採集された標本も使用した．地点ごとの

使用標本数およびセンサス調査の回数を，表 1

に示す．

図 3 各地点におけるトカゲの生息密度．センサスの結果に基
づいて評価された，各地点のトカゲ相対密度の指標（観察個
体数 /10 分）．中央が平均値，バーの上端と下端は最大値と最
小値，ボックスは 25%・75％のパーセンタイル．横軸の上の
数字は地点番号（図 1 と対応）．

図3

　各地点で，センサス調査による生息密度と齢

構成の評価を，2012 年の 5 月および 7 月に行っ

た．これは，トカゲの生息が確認されている地

点付近で，トカゲの活動に適した晴天時に行わ

れた．トカゲを探索しながら約 10 分ゆっくり

歩き，その発見数を記録した．その際，齢構

成の推定のため，5 月の調査では 1 歳 （2011 年

の夏に孵化した幼体） と 2 歳以上を，7 月の調

査では孵化幼体（2012 年の夏に孵化した幼体）

と 1 歳以上を，それぞれ体サイズと色彩に基づ

いて可能な限り区別した （本稿では，1 回越冬

した個体を 1 歳，2 回越冬した個体を 2 歳，と

齢をカウントする）．10 分あたりのトカゲ発見

数を，その地点の生息密度の指標とした．また，

そのうちの幼体の頻度 [ 幼体の発見数 ]/（[ 幼

体の発見数 ]+[ 成体の発見数 ]）を，その地点

の齢構成の指標とした．約 10 分のセンサスで

1 個体も発見できなかった場合は，齢構成指標

を算出しなかった．また，幼体か成体か識別で

図4

図 4　各地点におけるトカゲの齢構成指標．センサスの結果
に基づいて評価された，各地点のトカゲ齢構成の指標（幼体
数 /[ 幼体数 + 成体数 ]）．中央が平均値，バーの上端と下端は
最大値と最小値，ボックスは 25%・75％のパーセンタイル．
横軸の上の数字は地点番号（図 1 と対応）．
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2.性成熟齢の比較

　今回利用できた標本は 2009 ～ 2012 年の 5 月

～ 10 月のもので，5 月のものはほとんどが幼

体または雄であった．よって，この中で性成熟

の判定が容易と考えられる 9 ～ 10 月の雄の標

本を，性成熟齢の比較に用いた．ニホントカゲ

は春が繁殖期で，成熟雄では前年の 9 月～当

年の 3 ～ 4 月に精巣が肥大する （Hikida 1981）．

オカダトカゲの年周期もほぼ同様と考えられ

る．ニホントカゲの雄は，1 歳の秋に性成熟し

て精巣が肥大し，2 歳の春から繁殖を始める 

（Hikida 1981）．一方，オカダトカゲの繁殖生態

には地理的変異があり，雄の繁殖開始は 2 ～ 4

歳と島によって異なる （Hasegawa 1994）．そこ

で，八丈島のオカダトカゲ個体群が，ニホント

カゲ個体群に比べて性成熟が遅れるかどうかを

検証するため，八丈島の両種および交雑集団に

おいて，1 歳の秋に精巣の肥大が見られるかど

うかを調べた．通年の様々なサイズの雄の標本

について，頭胴長と精巣のサイズを計測し，肥

大していない時期 （5 ～ 8 月） の同サイズの個

体に比べて 1 歳秋に精巣の肥大が見られるかど

うかを判定した．精巣を回転楕円体とみなして

精巣の短径と長径を計測し，以下の式で近似的

に精巣体積を求めた．

　精巣体積 ≈ π4/3× 長径 /2×（短径 /2）2

　秋の個体の齢は，ニホントカゲ分布地点・オ

カダトカゲ分布地点で採集された全個体をもち

いて，種ごとにそれぞれ頭胴長のコホート解析

を行って推定した．

Ⅲ． 結果

1．生息密度

　5 月，7 月の各地点のセンサスの結果を図 3

に示す．5 月，7 月とも，生息密度が最も大き

かったのは地点 10 のオカダトカゲ集団 （5 月 

13.19/10 分，7 月 2.34/10 分 ） だ っ た． こ れ を

除くと，5 月ではニホントカゲ集団 （地点 1: 

6.07/10 分），地点 10 以外のオカダトカゲ集団 

（地点 9， 11 ～ 14: 1.76/10 分），交雑集団 （地点

3 ～ 8: 0.46/10 分） の順だった．一方，7 月では

ニホントカゲ集団 （地点 1: 2.08/10 分），交雑集

団 （地点 3 ～ 8: 0.37/10 分），地点 10 以外のオ

カダトカゲ集団 （地点 9， 11 ～ 14: 0.28/10 分） 

図5

図 5　採集時期別のトカゲのサイズ分布．八丈島におけるトカゲ 2 種の時期ごとの頭胴長の分布．横軸は採集された月日で，
2009 年～ 2012 年の標本を区別なくプロットした．
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の順だった．7 月の交雑集団・オカダトカゲ集

団では，10 分のセンサス中に 1 個体も発見で

きない場合も多かった．

2．齢構成

　5 月，7 月の各地点のセンサス結果から算出

された幼体の頻度を図 4 に示す．5 月，7 月とも，

最も幼体の頻度が大きかったのはニホントカゲ

集団で （地点 1，5 月 92.9 %，7 月 66.7 %），つ

いで交雑集団 （地点 3 ～ 8，平均 5 月 50 %，7

月 33.3 %） ，オカダトカゲ集団 （地点 9 ～ 14，

平均 5 月 10 %，7 月 8.3 %） のものが最も小さ

かった． 

3．雄の性成熟齢

　時期ごとの頭胴長の分布から （図 5），9 ～ 10

月の個体では 30 ～ 45 mm 程度の個体が当年の

孵化幼体，50 mm 超の個体が 1 歳以上とほぼ

判定可能と考えられる．頭胴長と精巣サイズの

関係を，図 6 に示す．頭胴長 50 超の 9 ～ 10 月

の標本では，他の時期のものに比べて，例外な

く精巣が大きいという結果が得られ，全個体が

性成熟していると判定された．

Ⅳ． 考察

1．個体数動態の種間差

　個体数の動態を決める要因として，世代時間

と単位時間あたりの産仔数が重要なパラメータ

になり，似た生物同士を比べる場合は，性成熟

が早くかつ若い個体が多数出現する集団ほど増

図 7　頭胴長と精巣サイズの関係．頭胴長と精巣サイズ（詳しくは本文参照）の関係．●○：ニホントカゲ集団，▼ ▽：交雑集団，
■□：オカダトカゲ集団．いずれも , 塗りつぶしは 9 月～ 10 月，白抜きは 5 月～ 8 月に採集された標本．1 歳秋以降と考えられる，
頭胴長 50 mm 以上の部分を，時期ごとにそれぞれ囲った．

図6
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加率が大きいと予想される．八丈島のトカゲに

おいて，雄の性成熟のタイミングはニホン・交

雑・オカダの間で特に差は無いと考えられる．

センサス調査の結果から，生息密度は ニホン 

＞ 交雑 ≈ オカダ という傾向で，齢構成は ニホ

ン ＞ 交雑 ＞ オカダ という順で若い個体の比

率が大きいと言える．このことから，ニホント

カゲはオカダトカゲに比べて増加率が大きいと

推測され，その結果として個体群密度が高く

なっていると考えられる．

　八丈島のオカダトカゲは，1960 年前後のニ

ホンイタチ導入により激減し，その後はごく低

密度の状態で推移している （大野 1994；長谷川・

太田 2000）．よって，オカダトカゲの現在の個

体群密度は，概ねイタチのいる八丈島における

平衡状態であり，イタチ存在下では大きく増減

しない水準と推測される．一方，ニホントカゲ

個体群は，明らかにオカダトカゲより高密度か

つ増加率も大きいと推測されことから，イタチ

存在下でも個体数を増加させることが可能と考

えられる．

　DNA 解析に基づく遺伝子流動速度の推定の

予備的な結果 （表 2；Okamoto et al. 2013；岡本

ほか未発表） によれば，遺伝子流動は著しく非

対称であり，ニホントカゲ型遺伝子が拡散する

方向に偏ると推定されている．これは，個体数

動態についての結果と整合する．すなわち，オ

カダトカゲ個体群はイタチの影響により低密度

のまま推移しているのに対し，増加率で上回る

ニホントカゲは一方的に個体数を増やし，その

結果として非対称な遺伝子流動が生じる，とい

う構図が示唆されるのである．

２．八丈島のオカダトカゲは絶滅するか？

　前節で述べた構図のように交雑が進行してい

ると仮定すると，増加率の種間差から，ニホン

トカゲ個体群から交雑集団へのニホントカゲ型

遺伝子の供給が今後さらに加速傾向となり，そ

の結果交雑集団におけるニホントカゲ型遺伝子

の頻度はしだいに高くなってゆくと予想され

る．すると，交雑集団における個体群密度が大

きく変動しないと仮定しても，ニホントカゲ型

遺伝子のオカダトカゲ集団への流入速度は，今

後上昇傾向になると予想される．この傾向が続

けば，やがて交雑は島の広い範囲に広がり，い

ずれは純系のオカダトカゲ集団が消滅してしま

うということになる．

　一方で，予備的な遺伝子流動速度の推定 （表

2） によれば，現時点では各地点間の遺伝子流

動は世代あたり数 % 程度であり，純系のオカ

ダトカゲの分布域が，交雑帯から離れた場所を

含む広い範囲に渡ることも考慮すると，完全な

絶滅までにはかなり時間がかかると予想され

る．どの程度の時間がかかるかは，現時点で予

測するのは難しいが，おそらく数十年オーダー

表 2　種および交雑集団間の遺伝子流動速度．DNA データ (Okamoto et al. 2013; 岡本ほか準備中 ) に基づくニホントカゲ集団・
オカダトカゲ集団・交雑集団間 における遺伝子流動の推定速度の平均値および最大値・最小値を，方向別に示 す．各速度は，
世代ごとの移入先における移入遺伝子の頻度．例えば，A→B の速 度が 1.50 となっている場合，集団 B の遺伝子のうち毎世代 1.5 
％が新たに集団 A か ら流入したもの，という速度を表す．

方向 　　　　平均 最小値 - 最大値

ニホン→交雑 4.66 1.89 – 9.11

交雑→ニホン 1.51 0.97 – 2.04

交雑→オカダ 1.64 1.21 – 2.07

オカダ→交雑 1.89 1.62 – 2.09
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と思われる．

3．どのような対策が可能か？

　新たな外来種により絶滅リスクが増したと考

えられ，ニホントカゲの問題は，今後レッドデー

タブックにも記載されるべきであろう．具体的

なアクションとしては，望ましい対策は，ニホ

ントカゲ個体群の根絶もしくはオカダトカゲ分

布域への拡散防止だが，現時点では非常に困難

と考えられる．世界的に見ても，小型トカゲ類

の外来種に対して参考になる対策事例は非常に

少なく，捕獲・封じ込めの技術もほとんど確立

されていない （Kraus 2009；戸田 2011）．

　一方で，八丈島にはニホントカゲと酷似した

生態を持つオカダトカゲが元々高密度で生息し

ていたことから，オカダトカゲ以外に対するニ

ホントカゲの生態影響はごく軽微と推測され，

専らオカダトカゲに対する浸透性交雑のみに着

目すればよいと思われる （Okamoto et al. 2013）．

よって，オカダトカゲ個体群の域外保全などは，

根本的な解決にはならないものの，応急的な危

機回避策としては効果的と考えられる．オカダ

トカゲ個体群に対する影響の拡大にはある程度

時間がかかると予想されることから，純系個体

群を一部避難させたうえで，なんらかの根本的

な解決策を検討するというのは，当面の現実的

な選択肢の一つと考えられる．
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An assessment of extinction risk of Plestiodon latiscutatus population 

by the invasion of a non-native congener P. japonicus

on Hachijojima Island, Izu Islands

Taku Okamoto and Takeo Kuriyama

A scincid lizard Plestiodon latiscutatus (Scincidae, Reptilia) population on Hachijojima Island 

has been threatened by predation pressure from an invasive weasel. In addition, a non-native 

lizard population of a close congener P. japonicus has been established recently, and genetic 

swamping to the native lizard has been detected. In this study, population density and age structure 

were compared between the lizard species based on census data and male maturation age was 

compared by testis size distribution. Although maturation age of males seemed not different 

between species, the non-native lizard may have larger population density and larger proportion 

of young individuals. These results implied that the non-native population may have larger 

reproductive rate, which can cause asymmetric gene flow. Actually, a preliminary gene flow rate 

estimation based on DNA data implied asymmetric gene flow declining the frequencies of native 

species genes. Therefore, the introgressive hybridization will spread to wider area and the native 

population should extinct by genetic swamping in the future.
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