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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）

大東諸島の固有生物相を支えるダイトウビロウの
保護に関する緊急調査

大東諸島生物相研究グループ
伊澤雅子 1・佐々木健志 2・小林　峻 3・傳田哲郎 1・

高木昌興 4・堀江明香 5・碓井良太 6・後藤健志 7

　大東諸島在来のヤシ科植物ダイトウビロウは大東諸島の森林の優占種である．しかし，近年，外来の
タイワンカブトムシの大発生によって深刻な被害を受けている可能性があることから，タイワンカブト
ムシの被害の実態，ダイトウビロウの生態，在来動物との関係について調査を行った．その結果，ダイ
トウビロウは 10 月から 3 月までの約半年間開花しており，沖縄島のビロウと比べて花期が長いこと，
ダイトウビロウはダイトウオオコウモリ，ダイトウコノハズク，ダイトウメジロ等大東諸島の在来種の
生活に重要な役割を果たしていることがわかった．現在，南北大東島ともに，タイワンカブトムシによ
る深刻な食害が生じており，畑周辺の堆肥や枯死木などが主な繁殖場所となっていた．また，南大東島
のビロウから，これまで国内で報告のなかったヤシ類の害虫であるカクムネヒラタハムシの生息が確認
された．これらの結果からダイトウビロウの保護に向けての提言を行った．

Ⅰ．はじめに

　大東諸島は我が国では数少ない，かつ琉球諸

島で唯一の海洋島群である．海洋島は地史の中

で大陸と陸続きになったことがなく，大陸島と

は異なる多くの固有種とユニークな生態系を有

する．海洋島の生態系の希少性は，国内のもう

一つの海洋島群である小笠原諸島が世界自然遺

産に登録されていることからも推測できる．大

東諸島でも鳥類を中心に「ダイトウ」の名を冠

した多くの固有種，固有亜種が分化して来た．

　大東諸島はもう一つ，歴史的特殊性を持つ．

無人島であった南大東島は，1900 年の入植時

に島のほとんどの植生が切り開かれ，短期間の

うちに島の大半がサトウキビ畑となってしまっ

た．北大東島では 1903 年の入植時に燐鉱石採

掘から島の産業が始まったものの，その後基幹

産業はサトウキビ生産へと変化し，南大東島と

同様の経過をたどった．その過程で，ダイトウ

ウグイス Cettia diphone restricta，ダイトウミソ

サザイ Troglodytes troglodytes orii，ダイトウヤ

マガラ Parus varius orii など多くの固有種が絶

滅した．

　一方，人為的攪乱が進み，植生が大きく変化

した状況下で，ダイトウオオコウモリ Pteropus 

dasymallus daitoensis（国内希少野生動植物種，

国指定天然記念物，絶滅危惧 IA 類），ダイト

ウコノハズク Otus elegans interpositus（絶滅危

惧 IA 類），ダイトウヒメハルゼミ Euterpnosia 

chibensis daitoensis（ 絶 滅 危 惧 II 類 ）， ダ イ ト

ウ メ ジ ロ Zosterops japonicus daitoensis， ダ イ

トウヒヨドリ Hypsipetes amaurotis borodinonis，

ダイトウワダン Crepidiastrum lanceolatum var. 
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daitoense （絶滅危惧 IA 類），ダイトウセイシボ

ク Excoecaria formosana var. daitoinsularis（絶滅

危惧 II 類）など，多くの固有分類群が生き延

びてきたのは驚くべき事である．彼らは島にわ

ずかに残った幕林，ドリーネ林，大池中の島な

どを利用して生息している（西平 1992，伊澤

ほか 2003，自然環境研究センター 2003，沖縄

県文化環境部自然保護課 2005）．大東諸島の貴

重な生態系を維持する基盤となっているのはヤ

シ科のダイトウビロウ Livistona chinensis (Jaq.) 

R. Br. ex Mart. var. amanoi Murata. nom. nud. であ

る．ダイトウビロウはビロウの変種で，大東諸

島に固有とされる（村田 1990）．分類学的には

裸名であり，また，識別形質である果実形態な

どについても十分な比較検討がなされていない

が，ここでは他地域のビロウと区別するため，

大東諸島に生育するビロウをダイトウビロウと

呼称する．ダイトウビロウは南大東島における

極相樹種であり，入植前は大密林であったとの

記録がある（城間 2001）．本地域の固有の生態

系と希少種は，開拓以前から島の優占種であっ

たダイトウビロウに支えられていると考えられ

る．南大東島は，現在島の 60 ％以上が畑地と

なり，入植以前に島全体を被っていたダイトウ

ビロウはわずかな幕林に残されているのみであ

るが，現在も哺乳類から発光菌類まで多くの生

物がダイトウビロウを利用して生息している．

　ところが，数年前からヤシを食害する外来の

タイワンカブトムシ Oryctes rhinoseros が大東

諸島に侵入し，特にこの 2，3 年は大発生と言

える規模での分布拡大と個体数の増加が起こっ

た．ダイトウビロウにも食害が出始め，枯死す

る木も目立つようになった．タイワンカブトム

シの侵入は主に植栽木から始まっているが，も

し，これが幕林にまで及ぶと多くの固有種が休

息場，餌資源，繁殖場を失うことになる．いず

れも小島嶼にのみ分布する小個体群であること

を考えると，これまで大東諸島で絶滅して来た

多くの種と同様に，短期に絶滅に至ることが懸

念される．タイワンカブトムシは沖縄島でも問

題となっており，その駆除策の事例があるが，

大東諸島の動物相を考慮するとそのまま導入す

るにはいくつかの課題があることもわかってき

た．

　タイワンカブトムシに対する緊急な対策を検

討するためには，ダイトウビロウ自体の生態，

動物とダイトウビロウの関係，タイワンカブト

ムシと近縁の固有種との関係等の資料が不可欠

である．そのような状況をふまえ，本研究では

大東諸島におけるダイトウビロウとダイトウビ

ロウに関わる生物相に関する生態学的資料を得

て，タイワンカブトムシの駆除にあたって在来

種に配慮した駆除策を提言することを目的とす

る．

Ⅱ．ダイトウビロウの基礎生態

１．開花フェノロジー

　ダイトウビロウの開花フェノロジーについて

は，横田ほか（1992a）による報告がある．しかし，

横田ほか自身も記しているように，この報告は

断片的な情報に基づくものであり，本来は大東

諸島において継続した観察をすることが望まし

い．今回の調査では，南大東島在住の調査補助

者の協力を得ながら，ダイトウビロウの開花

フェノロジーを約１年間にわたり記録した．ま

た，比較のため，沖縄島のビロウについても同

様の調査を行なったので，合わせて報告する．

1) 方法

　南大東島と沖縄島の調査地，調査個体数，自

生木と植栽木の別を図 1 に示した．2011 年 12

月 26 日，南大東島の 15 産地 300 個体にプラス

ティックプレートに番号を付したマークをつけ

た．これらのうち，6 産地 110 個体は道路沿い

や公園に植えられた植栽木である．2011 年 12
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月 26 日から 2012 年 10 月 29 日までの間，約 2

週間に一度マークをつけた 300 個体について開

花・結実の有無を記録した．工事による通行止

めなどで一時的に調査できない個体があったた

め，すべての調査日に開花状況を確認できたの

は 250 個体であった．また，2012 年 10 月 27

日と 28 日に，北大東島の 10 産地 137 個体につ

いても開花・結実の有無を調査した．

　沖縄島では，2012 年 1 月 10 日に 13 産地 300

個体（図１）にマークをつけ，開花・結実の有

無を記録した．マークをつけることができな

かった産地では，地図上に個体の位置や特徴な

南大東島 

沖縄島 

フロンティアロード 

図 1　南大東島と沖縄島における調査地．（　）内の数字は調査個体数を示す．破線で示した産地（南大東島），○で示した産地（沖

縄島）は植栽木，それ以外の産地は自生木である．★で示した場所は，葉の更新に関する調査を行なった地点を表す．南大東

島の地図の作成には，国土地理院の 1/25000 の地形図を利用した．
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どを詳細に記録して識別を行なった．調査は，

2012 年 1 月 10 日から 11 月 11 日まで，約 1 ヶ

月に一度行なった．また，開花が確認された期

間には約 2 週間に一度の割合で調査を行なっ

た．

2) 結果と考察

　南大東島と沖縄島における開花の季節変化を

図 2 に示した．ここでは，各島の全個体のデー

タをまとめて示している．南大東島では，調査

を開始した 2011 年 12 月の時点で 22.7 % の個

体が開花しており，その後 2012 年 1 月末から

2 月にかけて開花個体が減少した．2012 年 3 月

19 日には再び 18.4 % の個体で開花が確認され

たが，4 月にかけて開花個体は再び減少し，4

月 23 日から 9 月 9 日の期間は開花個体が全く

見られなかった．2012 年 9 月 27 日に再び開花

が確認され，調査最終日の 10 月 29 日には，調

査期間を通じて最も多い 30.6 % の個体が開花

していた．現時点で年間を通してのデータは得

られていないが，2012 年 10 月 29 日において

若い花芽を付けている個体が多く確認されてい

ることから，ダイトウビロウは秋から冬にかけ

て連続して開花していると考えられる．2012

年 10 月 27 日と 28 日に北大東島で行なった調

査では，11.0 % の個体で開花が確認された．南

大東島と比べて開花個体の割合は少なかったも

のの，北大東島のダイトウビロウも秋に開花し

ていることが確認された．全体としてみると，

ダイトウビロウは秋（10 月初旬）から春（4 月

初旬）にかけての約半年間，いくつかのピーク

を繰り返しながら開花していると考えられる．

横田ほか（1992a）においてもダイトウビロウ

の花期は 9 月～ 3 月とされており，今回の調査

結果とほぼ一致する．

　一方，沖縄島のビロウは全く異なる開花パ

ターンを示した．図 2 に示したように，調査を

開始した 2012 年 1 月には，わずか 0.33 %（1

個体）の開花が確認されたのみであり，その後，

3 月 1 日になっても開花個体は 3.0 % と極めて

少なかった．3 月後半になると急激に開花個体

が増加し，4 月 5 日には 75.3 % に達した．こ

の日をピークに開花個体は減少し，5 月 2 日以

降は全く開花が確認されなかった．ダイトウビ

ロウと比べ，沖縄島のビロウが短い期間に集中

して開花していることがわかる．澤岻（1983）

は沖縄島におけるビロウの開花期を 3，4 月と

図 2　南大東島と沖縄島における開花の季節変化．
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月～ 1 月頃）と春（3 ～ 4 月頃）の両方に開花

した産地（漁港裏，山羊道，内幕東，空港裏，

西港，内幕西，コウモリ公園，空港道路，日の

丸山展望台，脇道）のすべてにおいて，両季節

の間で一度開花個体が 0 ％になっていた（図

3）．このことから，ダイトウビロウの開花は秋

から春にかけて必ずしも連続しているのではな

く，二山型の開花パターンを示す傾向があるよ

うに思われる．また，ダイトウビロウの開花パ

ターンが，産地によって異なっていることがわ

かる（図 3）．秋・冬と春の両方に開花が確認

図 3　南大東島の調査地別にみた開花個体数の季節変化．各グラフの縦軸は開花個体の割合（0 ～ 100%）を表す．

しており，今回の結果と同様，本種が春に短い

開花期を持つことが示されている．横田ほか

（1992a）は，澤岻（1983）が沖縄島の樹木につ

いて報告した開花季節を大東諸島での調査結果

と比較し，両地域の間に顕著な違いは見られな

いと述べている．しかし，ダイトウビロウとビ

ロウに限ってみると，両者の開花パターンには

大きな違いが見られた．

　南大東島における開花の季節変化を産地別に

見ると，ダイトウビロウの開花パターンをさら

に詳細に読み取ることができる．秋・冬（10
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されたのは漁港裏，山羊道，内幕東，空港裏，

西港，内幕西，コウモリ公園，空港道路，日の

丸山展望台，脇道の 10 産地であった．残り 5

産地のうち，本場海岸，星野洞，亀池港は秋・

冬のみ，内幕北と南東開発は春のみに開花が確

認された．個体別に見ると，調査期間中に開花

が確認された 174 個体のうち，秋・冬と春の両

方で開花した個体はわずか 15 個体（8.6 %）で，

秋・冬のみに開花した個体が 101 個体（58.0 %），

春のみに開花した個体が 58 個体（33.3 %）で

あった．ダイトウビロウには秋咲きと春咲きの

二型が存在する可能性があり，産地によって開

花パターンに差が見られるのは，両型の比率が

集団によって異なるためのように思われる．開

花期の違いが個体によって安定した形質なの

か，あるいは生育環境や樹齢などの要因によっ

て変化するものなのか，現時点では不明である．

今後さらにデータを蓄積して，慎重に検討する

必要がある．

　図 4 に，南大東島と沖縄島における結実の季

節変化を示した．沖縄島では 10 月以降に結実

が確認され，4 月から 9 月にかけては全く結実

が見られなかった．これに対し，南大東島では，

2011 年 12 月 26 日と 2012 年 1 月 15 日を除く

すべての調査において，結実が確認された．ダ

イトウビロウの花期が長いことを反映し，沖縄

島と比べ長期間にわたって結実していることが

伺える．

２．種子の発芽実験

　中・長期的視野に立ってダイトウビロウの保

全を考えた場合に，今回のような害虫の大発生，

大型台風の連続した来襲などダイトウビロウの

個体群にカタストロフィックな打撃を与える事

件は今後も起こりうる．その際には植林の可能

性を考慮する必要があり，稚樹を多数確保する

ためにもダイトウビロウの繁殖生態についての

基礎資料を蓄積しておくことが必要である．ビ

ロウの種子の発芽については，仙頭（1970），

石畑（1973）の先行研究があるが，ダイトウビ

ロウについては報告がない．ここでは，沖縄島

のビロウについて追実験を行なうとともに，ダ

イトウビロウの発芽率について調査した．

1) 方法

　2012 年 3 月に沖縄島の浦添市に植栽されて

いたビロウ 1 個体より計 90 個の成熟した果実

を採取した．これらの果実は主にタイワンシロ

ガシラに果肉部分を食われて落下したものであ

り，果皮はほとんど残っていなかった．これら

の果実を室温で水に 5 日間浸漬した後 30 個ず

つにわけ，それぞれを湿らせた濾紙を敷いた

プラスチックシャーレ内に播種し，25 ℃，30 

℃，35 ℃に設定した温度勾配恒温器（Nksystem: 

TG-180CCFL-5LE）内に静置した．シャーレ内

の濾紙が乾燥しないよう，定期的に水を与えた．

播種後は毎日観察を行ない，発芽した種子の数

を記録した．

　2012 年 6 月 10 日と 11 日の 2 日間，南大東

島の 5 産地（本場海岸，コウモリ公園，日の丸

山公園，空港道路，フロンティアロード）にお

いてダイトウビロウの果実計 334 個を採集し

図 4　南大東島と沖縄島における結実の季節変化．
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た．地面に落下している果実を採集したため，

これらの果実が何個体のダイトウビロウに由来

するかは不明である．持ち帰った果実の果皮

を除去した後，バーミキュライトを入れた容器

に播種し，28℃に設定した恒温器内で実験を行

なった．播種後は毎日観察を行ない，発芽した

種子の数を記録した．

2) 結果と考察

　ビロウの種子では，25 ℃で 8 日目，30 ℃，

35 ℃で 5 日目に最初の発芽が確認された．30

日後の発芽率は，25 ℃で 73.3 %，30 ℃と 35 

℃で 66.7 % であった（図 5a）．最初に発芽する

までの日数は 25 ℃よりも 30 ℃と 35 ℃の方が

短かったが，発芽率についてみると，25 ℃で

最も高い値を示した．仙頭（1970）によると，

播種用土にバーミキュライトを用いた場合の

発芽率は，25 ℃で 93 %，30 ℃で 100 %，35 ℃

で 90 %，40 ℃で 0 % となっており，25 ℃から

35 ℃の範囲で 90 % 以上の高い発芽率を示して

いる．今回の実験では最も高い発芽率でも 73.3 

%（25 ℃）であり，先行研究と比べてやや低

い値にとどまった．

　ダイトウビロウでは，さらに発芽率が低かっ

た（図 5b）．産地によって値にばらつきがある

が，最も高い値を示した本場海岸で 30 日後の

発芽率が 39.6 %，日の丸山公園では 7.2 % にと

どまった．今回実験に使用したビロウとダイト

ウビロウの種子は野外で拾ったものであり，地

面に落下してからの期間も産地によってかなり

異なっていると思われる．実験に使用した種子

の状態が発芽率に大きく影響した可能性があ

る．
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図 5　ビロウとダイトウビロウ種子の積算発芽率．a : ビロウ，b : ダイトウビロウ． b で（　）に記した数字は種子数を表す．
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　ヤシ類の発芽は種類によって難易があるが

（石畑 1973），ビロウの種子は容易に発芽する

とされている（仙頭 1970）．今回の実験では発

芽率がやや低かったものの，いずれの温度条件

下においても短期間で発芽しており，野外で採

集したビロウやダイトウビロウの種子が，比較

的容易に発芽することが確認された．発芽後の

実生個体を維持・管理する環境が整えば，稚樹

を増殖・確保するのはさほど困難ではないと思

われる．2012 年 10 月 29 日，南大東島フロンティ

アロード周辺のダイトウビロウ林において，結

実した個体の根本付近を調査した．この際，落

葉の下から果肉がなくなり子葉柄が伸びだした

果実を複数見つけることができたものの，実生

を見つけることはできなかった．これに対し，

林縁に生育する個体や植栽木の周辺ではしばし

ば実生が見られ，結実個体の下に多くの実生が

まとまって生育している場所も存在した．こう

した状況から，落葉が厚く積もったダイトウビ

ロウ林の林床では発芽後の成長が阻害されるの

ではないかと推測される．ダイトウビロウの実

生は光要求性が強い可能性がある．北大東島の

中野にあるダイトウビロウ林は村の天然記念物

に指定されているが，林内には外来種であるギ

ンネム Leucaena leucocephala が多く生育してい

た．今後さらにギンネムの生育密度が増すと，

光要求性の強い実生の成長は著しく阻害され，

林の更新に悪影響を及ぼす可能性が高い．小笠

原の例でも，ヒメツバキ Schima wallichii subsp. 

mertensiana の種子の発芽と実生の成長がギン

ネムによって阻害され，林の遷移に影響を与え

ることが懸念されている（Hata et al. 2007）．タ

イワンカブトムシによる食害の影響も考慮する

と，ギンネムが侵入したダイトウビロウ林では

林の衰退が急速に進む可能性もあり，今後十分

な注意が必要である．

3．葉の更新

　ダイトウビロウの基礎生態として葉の更新に

関する情報を収集し，タイワンカブトムシの食

害によって葉の生産が影響を受けるかどうかを

検証するために，以下の調査を行なった．

1）方法

　南大東島フロンティアロード脇の幕林内にお

いてタイワンカブトムシによる食害のない木

（正常木）5 本を選定し（図 1），2011 年 6 月に

すべての葉の葉柄と新芽に番号を付したマーク

をつけた．2011 年 10 月，2012 年 6 月に調査を

行ない，マークした葉の状況を記録するととも

に，新しく展開した葉と新芽にはマークをつけ

た．さらに，コウモリ公園の植栽木でタイワ

ンカブトムシの食害のある木（被害木）5 本を

選定し（図 1），2011 年 10 月に 1 本，12 月に 4

本にマークを付けた．2012 年 6 月に葉の状況

確認とマークの追加を行なった．

　対象とした木は，調査開始時点での計測で，

正常木が高さ 145±84.1 (20-250) cm（平均 ±SD， 

最小 - 最大），胸高直径 16.23±2.22 (13.7-19.1) 

cm，被害木が高さ 197±20.6 (169-226) cm，胸高

直径が 20.55±0.55 (19.8-21.3) cm であった．木

の形状上樹高の判断が難しかったため，ここで

は地面から最も下に位置する緑の葉の付け根ま

での高さを「高さ」とした．幕林内は 10 m 以

上の高木も多かったが，作業上低木を対象とせ

ざるを得なかった．被害木は公園の植栽木であ

るため大きさがほぼ均一であった．

2）結果と考察

　調査期間を通して，正常木では 1 本あたり

葉 14.8±3.1 (11-22) 枚と新芽 1.8±0.4 (1-2) 枚が，

被害木では葉 17.8±2.9 (14-23) 枚と新芽 1.8±0.8 

(1-3) 枚が見られた．ここで葉として数えたも

のは葉身に一部でも緑の部分が残っているもの

とした．葉や芽の数は個体間で特に大きな差は

見られなかった．
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　正常木では，1 年で 6-9 枚の新葉が確認され，

0.5-0.75 枚 / 月，すなわち 40-60 日に１枚程度

の葉が成長したことになる．新葉の頻度は季節

によって異なり，6 月から 10 月の 4 ヶ月間に

は 0.75-1 枚 / 月の，10 月から 6 月の 8 ヶ月間

には 0.38-0.75 枚 / 月の新葉が観察された．夏

期は冬期に比べて約 2 倍の速度で葉が新出して

いると考えられる．被害木では 10 月または 12

月から 6 月の冬期を含む 6 ヶ月あるいは 8 ヶ月

しか調査できなかったが，冬期であるにも関わ

らず 1.16-1.83 枚 / 月の新葉がみられた．これ

は正常木の 2 倍以上のスピードである．

　この結果から被害木の方が葉の生産性が高い

という結論を得ることはできない．それは，正

常木は幕林の中に位置し，回りに背の高いダイ

トウビロウが密集している環境にあるが，被害

木は公園の中の開けた場所にあることから，陽

当たり，風当たりなどの環境条件が大きく異な

るためである．今回の調査からの結論は，少な

くとも今回対象とした木についてはタイワンカ

ブトムシの食害によって生産性が落ちていな

かったということ，ダイトウビロウの葉の生産

性が環境条件によって異なることであると考え

る．

Ⅲ．動物によるダイトウビロウの利用

1．ダイトウコノハズクの営巣場所としての利

用

　南大東島におけるダイトウコノハズクの推定

個体数は約 300 個体で，絶滅に瀕している個体

群といえる（Takagi et al. 2006, 2007，高木 未発

表）．入植以前のダイトウコノハズクは，ダイ

トウビロウ林に依存していたと推察されるが，

現在では主にモクマオウ Casuarina equisetifolia

が優占する内幕林に生息している．モクマオウ

は 1917 年に始まった事業で大規模に植栽され

たものであり，いわば外来種である．本研究で

は，近年ダイトウコノハズクが繁殖に利用した

ダイトウビロウの特徴，発見巣樹木に占めるダ

イトウビロウの頻度について紹介し，ダイトウ

コノハズクの営巣に関する現状の問題点につい

て考察する．

1）方法

　Akatani et al. (2011) の調査により得られた

2005-2009 年，および 2010-2012 年のダイトウ

コノハズクの繁殖期である 3-4 月に発見した巣

の営巣状況に基づき，ダイトウコノハズクが営

巣したダイトウビロウの特徴，および全確認巣

数とダイトウビロウへの営巣数の対比を示し

た．

　巣の探索・利用状況の確認：3-5 月に任意に

定めた樹林内を歩き回り，営巣の可能性のある

樹洞を探索した．発見した樹洞をビデオ撮影す

ることによって，成鳥，卵，雛の有無を確認し，

樹洞がダイトウコノハズクによって巣として利

用されているかどうか確認した．

　営巣樹の特徴：繁殖終了後，地上から巣の入

り口までの高さ，巣の入り口の直径，深さ，胸

高直径， 樹高を計測した．

2）繁殖に利用されたダイトウビロウの特徴

　営巣が確認されたダイトウビロウ 3 本（A， B， 

C）は，幹が折れ，折れた部分から内部が腐朽

し，くり抜かれた筒状の構造になっていた．各

ダイトウビロウの特徴（地上から巣の入り口ま

での高さ，巣の入り口の直径，深さ，胸高直径，

樹高，連続営巣確認年数）は，A（1.1 m，8.5 

cm，100.0 cm，11 cm，1.1 m，2 年），B（3.9 m，

12.5 cm，108.0 cm，23 cm，4 m，2 年），C（ca. 1.5 m，

ca. 30 cm，ca. 150 cm，ca. 35 cm，ca. 1.5 m，1

年）であった．C は実際に計測することができ

なかったため写真からの推定値である．B の底

部はダイトウビロウの繊維が細かくフレーク状

に堆積している状態であった．A と C は底部

まで腐朽が進んでおり，外周の構造である筒状



26

部分の底部は，さらに腐朽が進むと倒壊する状

況にある不安定な状態であった．B は地上から

巣の入り口までの高さが 4 m と高かった．2010

年の冬期に産座になっていた部分から上部が倒

壊した．

　この 3 例からダイトウビロウがダイトウコノ

ハズクの巣として利用され，利用できなくなる

までの経緯がわかる．まず，ダイトウビロウの

幹が折れる．その後，比較的腐朽が早く進むと

推定される幹の中心部が腐朽する．外周が残さ

れた筒状構造物ができ，ダイトウコノハズクが

営巣する．B の倒壊事例から産座部分の外周は

台風などの物理的な力に弱いと推定され，腐朽

した部分が倒壊し筒状構造は消失する．地上か

らの高さが高い枯死個体であれば，折れた部分

から新たな内部の腐朽が始まり，ある程度の深

さに達すると再び営巣が可能になるであろう．

さらに腐朽が進むと A と C のような樹皮の筒

だけを残した状態で地面まで腐朽が進み，最後

は倒壊し巣として利用できなくなる．

　ダイトウコノハズクが利用可能なダイトウビ

ロウの太さ，高さの範囲が広いこともわかる．

B と C は比較的太い個体であったが，A は細

い個体であった．写真１は C の外観と内部の

様子である．2 個体の雛が上部を見上げている．

産座には木屑が散乱している．

　モクマオウに位置する巣は，つがいが入れ替

わりながら 10 年以上継続的に使われることが

ある（高木 未発表）．しかし，ダイトウビロウ

では，連続的に営巣を確認できた回数は 2 回ま

でであった．これは，それまでに長い期間利用

されていたものを結果的に最後の 1-2 年だけ確

認できたという可能性もある．しかし，ダイト

ウコノハズクが営巣可能となる程度に深く腐朽

したダイトウビロウは上述のように脆弱である

と推察される．潜在植生であるダイトウビロウ

がダイトウコノハズクの営巣樹であり続けるに

は，莫大な本数のダイトウビロウが存在し，そ

のなかから利用可能な枯死ビロウが順次提供さ

れる必要がある．

3）発見巣数に占めるダイトウビロウの巣の割

合

　2005，2006，2008，2009 年に，それぞれ営

巣を確認した自然樹洞における巣数は，17，

15，23，18 巣である．そのうちダイトウビロ

ウにおける営巣は，各年ともに 1 巣であり，

2005-2006 年，2008-2009 年はそれぞれ同一の

木における営巣だった．2010 年には，これま

写真 1　ダイトウコノハズクが巣として利用したダイトウビロウの外観と内部の様子．
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でとは異なる木が営巣に利用された．2007，

2011 年にはダイトウビロウにおける営巣は確

認できなかった．その他はすべてモクマオウに

おける営巣だった．これは移入樹種のモクマオ

ウがダイトウコノハズクの営巣木としての利用

可能性が高いことを示している．ダイトウビロ

ウの利用率は低いが，ダイトウコノハズクはダ

イトウビロウに選好性を示さないのではないと

考えられる．内幕の優占樹種はモクマオウであ

り，多くの樹洞を提供する成熟した個体が多く

分布している．それにも関わらず，利用可能性

が低いダイトウビロウが選択されたと考えるこ

とができるからである．樹洞の利用可能性につ

いて定量的に評価することは難しく，本研究で

は枯死したダイトウビロウの定量化もできてい

ない．この問題を明らかにすることは今後の課

題である．

4）ダイトウコノハズクの営巣に関する現状の

問題点

　モクマオウはオーストラリア原産で成長が早

いため国内では，南西諸島をはじめ小笠原諸島

で防風樹として広く植栽されてきた．皮肉では

あるが，南大東島の固有亜種であるダイトウコ

ノハズクの個体群は，外来種モクマオウによっ

て絶滅を免れたといえる．しかしながら，大径

を持つモクマオウは植栽から 80 年以上が経過

し，樹勢が衰えていると推察される．2010 年

11 月の大型で猛烈な台風 12 号は，潜在的に巣

穴となりうる樹洞を多く持つモクマオウの大径

木を倒した．今後も台風は南大東島に頻繁に来

襲し，潜在的に利用可能なモクマオウを倒し続

けるであろう．南大東島のダイトウコノハズク

個体群の存続は，営巣場所の欠乏により危機的

な状況に陥ることが予想される．近年，ダイト

ウビロウ林にダイトウコノハズクが利用可能な

巣箱を設置する試みが始まった（高木 未発表）．

2011 年以来，それより前に比べ巣箱の利用率

が上昇する傾向にある．モクマオウにおけるダ

イトウコノハズクの巣場所としての利用可能性

を定量できていないが，近年の台風によりモク

マオウの巣穴の利用可能性が低下したことが原

因と推察される．

　一方，ダイトウビロウは大東諸島の潜在極相

樹であり，南大東島において大密林として存在

していたのは（城間 2001），ダイトウビロウが

台風に対して頑健であるからに他ならない．永

続的にダイトウコノハズク個体群を維持してい

くために最も重要なことは，大東諸島の在来樹

種ダイトウビロウの森林を復活させることであ

る．

2．ダイトウメジロの巣材としての利用

　メジロの 1 亜種，ダイトウメジロは，大東諸

島に固有に分布する小鳥であり，他の亜種と同

じく，枝先にカップ状のつり巣を造って子育て

を行なう（清棲 1952，Horie and Takagi 2012）．

2004-2012 年のダイトウメジロの繁殖調査から，

本亜種はダイトウビロウの成長点部分の繊維を

主な巣材として用いることが観察されている

（堀江 未発表）．タイワンカブトムシの大発生

に伴って，樹林地のダイトウビロウは食害の危

険にさらされており，一挙に被害が拡大した場

合はダイトウメジロの繁殖活動にも大きな悪影

響が予想される．本研究では，ダイトウメジロ

の巣材内容を精査し，ダイトウメジロの巣材と

してのダイトウビロウの重要性について考察す

る．

1）方法

　2012 年 3-4 月にダイトウメジロの巣の探索

を行なった．調査地には，ダイトウビロウの多

い内幕から星野洞北（島北西部）とみかん坂（島

南東部）の樹林帯を選ぶと共に，下見の結果か

らダイトウビロウが少なかった，長三切抜（島

北東部），島中央の池付近を対象とした．これ

以外に，補充調査としてみかん坂東の樹林帯で
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a b 

c d 

写真 2　回収したダイトウメジロの巣の例．a：ダイトウビロウの繊維を巣材とした巣，b：モクマオウの小枝（矢印）を巣材
の一部として利用した例，c：リュウキュウマツの葉（矢印）を巣材の一部として利用．

短時間の巣探索を行なった．

　ダイトウメジロの行動圏（巣から半径 20-50 

m）（Horie and Takagi 2012）のうち，巣材集め

がよく観察される範囲（巣から半径 20 m）（堀

江 未発表）に生えているダイトウビロウの本

数をカウントし，巣材の供給量の指標とした．

また，発見した各巣について，巣から近い順に

10 本のダイトウビロウを選び，巣との距離を

それぞれ計測した．ここから，最も近くにあっ

たダイトウビロウまでの距離（最短ビロウ距

離），および 10 本の平均距離を算出し（平均ビ

ロウ距離），巣材の運搬コストの指標とした．

　発見した巣は枝ごと回収して研究室へ持ち帰

り，外径・内径・高さ・深さをそれぞれ計測し

た．繁殖中の巣については，雛が巣立つまたは

繁殖が失敗するなど，巣の利用が終わってから

回収を行なった．回収した巣は，枝から取り外

した後に重さを量り，なるべく繊維を崩さない

ように解体し，巣材の同定に努めた．調査地で

巣材の候補となる植物（ダイトウビロウ・クロ

ツグ Arenga engleri の繊維，モクマオウの葉状

の小枝，リュウキュウマツ Pinus luchuensis の

葉，ガジュマル Ficus microcarpa の細い気根，

チ ガ ヤ Imperata cylindrica・ ス ス キ Miscanthus 

sinensis・ヒトモトススキ Cladium chinense・ク

ロミノシンジュガヤ Scleria sumatrensis の穂お

よび茎・葉）を採集し，実物と見比べつつ同定

した．種名まで同定できなかったものは科まで

の同定とした．解体した巣材は同じタイプごと

に分類し，それぞれ重さを量った．繊維が細か

すぎて同定できなかった巣材は「不明」として

重さを量った．

　相対ビロウ量として，巣重量（接着に用いる

クモの糸・ガのマユを除く）に対するダイトウ

ビロウ繊維の割合（%）を算出し，巣から半径

20 m 内のビロウ本数，最短ビロウ距離，平均

ビロウ距離との相関関係を Kendall の順位相関

分析で解析した．
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2）結果

　2012 年 3 月 16 日～ 4 月 5 日に 27 巣を発見

し，そのうち 20 巣を回収した（古巣 12 巣，繁

殖巣 8 巣）．それに加えて調査協力者から古

巣 1 巣の提供を受け，合計 21 巣から巣材デー

タを収集した．巣の大きさ（平均 ±SD，n=21）

は，外径 6.83±0.48 cm，内径 5.45±0.48 cm，高

さ 5.17±0.66 cm，深さ 4.51±0.44 cm であった．

平均重量は 2.79±1.19 g，確認できた巣材は不

明を含めて 11 タイプであった（表 1，写真 2）．

不明を除き，1 巣あたりに用いられていた巣材

タイプは平均 3.57±1.22 タイプであり，最も多

い巣では 6 タイプの巣材を利用していた．

　ダイトウビロウの繊維が巣材として用いら

れていたのは 21 巣中 20 巣であった（表 1，写

真 2a）．ダイトウビロウが用いられていなかっ

た巣は，ダイトウビロウが全くない中央湿地に

位置する巣で，この巣の主な巣材はススキの穂

（48.09 %），カヤツリグサ科の湿地性植物の繊

維（14.50 %）であった（写真 2d）．ダイトウ

ビロウを巣材としていた 20 巣では，巣材の 50

～ 90 % がダイトウビロウの繊維で占められて

いた（表 1）．イネ科草本の枯れ葉が全巣材の

20 % を越えて用いられた場合が 1 例あったが，

それ以外の巣材は全巣材の 15% を越えること

はなかった．

　巣の相対ビロウ量は，巣から半径 20 m 内の

ビロウ本数（τ= 0.15，p = 0.40，n = 20），最短

ビロウ距離（τ= -0.09，p = 0.58，n = 20），平均

ビロウ距離（τ= -0.04，p = 0.83，n = 20）のい

ずれとも有意な相関はなかった．

3）考察

　ダイトウメジロは巣材として複数の植物を

利用していたが，湿地帯で見つけた 1 巣を除

く 20 巣の主な巣材はダイトウビロウの繊維で

あった．ダイトウビロウの繊維は巣材の平均 7

割を占めており，その他の植物は概ね巣材の

1-2 割を占めるにとどまった．

　2004-2012 年の繁殖調査中に観察した巣材集

め行動のうち，巣材内容まで記録できた 114 回

の内訳は，ダイトウビロウの繊維が 50 回，何

らかの昆虫のマユが 47 回，クモの糸が 17 回と，

植物繊維の収集はダイトウビロウに限られてい

た（堀江 未発表）．ススキは湿地帯だけでなく

樹林帯の林縁部にも生育しているが，なわばり

の周囲にダイトウビロウが 1 本でもあれば，ス

スキの穂を巣材として使うことはなかった．ま

た，クロツグやモクマオウ，リュウキュウマツ

も，樹林地内に数多く分布しているにも関わら

ずその利用が限定的だったことから，ダイトウ

メジロはこれらの植物繊維よりもダイトウビロ

ウの繊維を優先的に巣材としている可能性が考

えられた．さらに，巣周囲のダイトウビロウの

本数や，巣と近隣のダイトウビロウまでの距離

などが，巣材に使われていた相対ビロウ量と有

意な関係がなかったことから，ダイトウメジロ

巣材 利用巣数 平均重量 ± SD (g) 範囲 (g) 平均相対量 ±SD (%) 範囲 (%)
クモの糸 ・昆虫のマユ 21 0.17 ± 0.08  0.03 - 0.36  8.01 ± 0.06   0.72 - 21.49
ダイトウビロウの繊維 20 1.99 ± 1.14  0.42 - 3.80 72.13 ± 0.14 44.55 - 92.05
クロツグの繊維 11 0.06 ± 0.07 0.003 - 0.25  3.74 ± 0.05  0.19 - 14.74
モクマオウの小枝 11 0.09 ± 0.07 0.006 - 0.21  2.30 ± 0.02 0.16 - 5.92
ガジュマルの気根 3 0.02 ± 0.01 0.001 - 0.03    0.63 ± 0.004 0.06 - 1.09
ビニールヒモ 3  0.01 ± 0.003 0.008 - 0.02    0.38 ± 0.001 0.29 - 0.49
リュウキュウマツの葉 2 0.11 ± 0.07  0.04 - 0.17  2.81 ± 0.02 0.97 - 4.64
ススキの穂 2 0.63 ± 0.67 0.006 - 1.26 24.24 ± 0.24  0.38 - 48.09
イネ科草本の枯れ葉 2 0.27 ± 0.13  0.14 - 0.40  14.7 ± 0.09  5.34 - 23.95
カヤツリグサ科の茎繊維 1 0.38 - 14.50 -
不明 21 0.45 ± 0.22  0.14 - 0.94 19.64 ± 0.11  6.47 - 46.63

表１　ダイトウメジロの巣材．
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はダイトウビロウの探索コストや繊維の運搬コ

ストを度外視して，ダイトウビロウの繊維を選

択的に収集している可能性がある．正確には他

の巣材がどの程度存在しているかも調べた上で

の検討が必要であるが，ダイトウメジロにとっ

てダイトウビロウは最も重要な巣材供給源だと

考えられた．

　他地域のメジロの巣材には，イネ科草本の枯

れ葉やコケ類，ススキの穂など，幅広い素材が

知られる（清棲 1952，宮下 1970，磯部 1991，

与那城 2000）．これらのうち，ススキの穂とカ

ヤツリグサ科の植物繊維については，南大東島

の湿地で回収した 1 巣の主な巣材であった．ダ

イトウビロウの全くない場所でもこのような代

替巣材を用いて繁殖が可能だったことから，ダ

イトウメジロは生息域の状況に応じて巣材を柔

軟に切り替えられると推察される．タイワンカ

ブトムシによる被害が深刻になった場合にも，

親鳥は巣材をダイトウビロウの繊維から別の植

物繊維に切り替えられると予想されるが，スス

キやチガヤを含むイネ科植物は主に畑地や林縁

部に生育するため，樹林帯の内部になわばりを

構える個体には利用しにくい．同様に，カヤツ

リグサ科の湿地性植物も池や水路付近にしか生

育していないため，利用できる場所が限定され

る．そのため，タイワンカブトムシの侵入は，

巣材となるダイトウビロウの食害を通して，ダ

イトウメジロの繁殖可能域の縮小や巣材獲得競

争の激化，巣材不足による繁殖遅延などを引き

起こす可能性がある．また，代替巣材の質によっ

ては巣の強度が低下し，台風の多い南大東島で

は繁殖成功度が大きく下がる可能性も考えられ

る．鳥類にとって質の良い巣材は必要不可欠な

資源であり，ダイトウメジロにおいては自身と

同じく島に固有であるダイトウビロウが繁殖活

動を支える基盤になっていると考えられた．

3．その他の生物による利用

　ダイトウビロウはその他にも多くの動物に利

用されている．

　表 2 に，本調査中に南北大東島でダイトウビ

ロウへの訪花が確認された種を示す．ここでは

確実に種が同定できたものだけを示している．

哺乳類 2 種，鳥類 1 種，爬虫類 2 種，昆虫 10

種が観察された．ホオグロヤモリ Hemidactylus 

lfrenatus を 除 く す べ て の 種 で 蜜 あ る い は 花

粉の採餌が確認された．オガサワラヤモリ

Lepidodactylus lugubris はアリや昆虫類を餌とし

ているとされているが，花蜜を食べることが爬

虫類としては特徴的な生態として報告されてお

り（Perry and Ritter 1999，小林ほか 2010），本

研究中もダイトウビロウの蜜をなめているのが

観察された．

　ダイトウオオコウモリがダイトウビロウの花

を餌資源として頻繁に利用することは先行研究

でも報告されている（横田ほか 1992a， b，中本

ほか 2007）．植物相の多様性の低い海洋島で森

林の優占種であり，多量の蜜を生産するダイト

ウビロウは（傳田ほか未発表），ダイトウオオ

コウモリにとって重要な餌資源であると考えら

れる．さらに，前述のダイトウビロウの開花

フェノロジーもダイトウオオコウモリにとって

ダイトウビロウの重要性を強めている．オオコ

ウモリ類の個体数の減少要因として台風やハリ

ケーンが大きな影響を与え，場合によっては地

域個体群が致命的なダメージを受けることが知

られている（Mickleburgh et al. 2002，Craig et al.  

1994，中本ほか 2011）．それは，強風による直

接的なダメージとその後の餌不足による間接的

な影響によるものである（中本ほか 2011）．ダ

イトウビロウは台風期のあとに開花することに

より，台風来襲による餌不足を補う餌として重

要であることが考えられる．また，ダイトウオ

オコウモリは休み場所としてもダイトウビロウ
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林を利用していると思われる．ダイトウビロウ

林は樹冠が密なため，直接観察で確認すること

は難しいが，ラジオトラッキング調査における

位置プロットからは，幕林やダイトウビロウ林

で昼間の休息している可能性が高いことが報告

されている（阪口・当山 1992，佐藤 2009）．

　また，正宗（1951）は台北や九州南部での

観察例として，ヒメメジロ Zosterops japonicus 

simplex や タ イ ワ ン シ ロ ガ シ ラ Pycnonotus 

sinensis formosae，ヒヨドリ Hypsiperes amaurotis

などの鳥類がビロウの果実を採餌すると述べて

いる．ダイトウビロウは，花だけでなく果実も

大東諸島に生息する鳥類の餌資源として，長期

間にわたり重要な役割を果たしていると思われ

る．

Ⅳ．タイワンカブトムシ

1．タイワンカブトムシによる被害状況

　タイワンカブトムシは，中国南部から東南ア

ジアや太平洋の島々に広く分布するコガネムシ

科の昆虫である．本種は，ココヤシをはじめと

するヤシ類の主要な害虫で，ヤシ類の他にもサ

トウキビ，パイナップル，バナナ，リュウゼツ

ラン，ソテツなどを加害することが知られてい

る（江崎 1944 など）．本種は，人為的なヤシ類

の移動により熱帯や亜熱帯地域に分布を拡大し

てきた．日本で最初に本種の生息が確認された

のは石垣島で（楚南 1922，大城・奥島 1980），

その後，県内各地に分布を拡大した（Chujo 

1959，三宅 1968，梅林・野原 1976，東 1989）．

さらに，1990 年代になって，奄美諸島や宮崎

県にも侵入し，ヤシ類に被害を生じている（片

野田・谷口 1996）．

　南北大東島においては，これまでタイワンカ

ブトムシによるヤシ類の被害は報告されていな

かったが，伊澤ほか（2010）が実施した昆虫類

の調査によって，タイワンカブトムシによるダ

イトウビロウへの食害が確認された．そこで，

今回，ダイトウビロウに重大な影響を及ぼす可

能性の高いタイワンカブトムシについて，南北

大東島で食害状況に関する現地調査を実施し

た．

1）方法

　調査は，南大東島では 2012 年 2 月 9-11 日と

10 月 12 日 -14 日に，また北大東島では 2012

年 2 月 24-25 日に，それぞれタイワンカブトム

目 科 和名 学名
哺乳類
　翼手目 オオコウモリ科 ダイトウオオコウモリ Pteropus dasymallus daitoensis Kuroda,  1921
　齧歯目 ネズミ科 クマネズミ Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
鳥類

　スズメ目 メジロ科 ダイトウメジロ Zosterops japonicus daitoensis Temminck & Schlegel, 1847
爬虫類

　有鱗目 ヤモリ科 ホオグロヤモリ Hemidactylus lfrenatus (Dumeril & Bibron, 1836)
　有鱗目 ヤモリ科 オガサワラヤモリ Lepidodactylus lugubris (Dumeril & Bibron, 1836)
昆虫類

　ゴキブリ目 オガサワラゴキブリ科 オガサワラゴキブリ Pycnoscelus surinamensis (Linne, 1758)
　ゴキブリ目 ゴキブリ科 コワモンゴキブリ Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)
　ゴキブリ目 チャバネゴキブリ科 ウスヒラタゴキブリ Onychostylus pallidiolus (shiraki, 1908)
　ハサミムシ目 ネッタイハサミムシ科 スジハサミムシ Proreus simuland Stal, 1869
　半翅目 カメムシ科 チャバネアオカメムシ Plautia crossata Scott, 1874
　鱗翅目 ヒトリモドキガ科 シロスジヒトリモドキ Asota heliconia (Linnaeus, 1758)
　鱗翅目 ヤガ科 サンカククチバ Trigonodes hyppasia (Cramer, 1779)
　双翅目 クロバエ科 ホホジロオビキンバエ Chrysomya rufifacies (Macquart, 1842)
　鞘翅目 コガネムシ科 サカイシロテンハナムグリ Protaetia orientalis sakaii Kobayashi,1994
　鞘翅目 カミキリムシ科 リュウキュウヒメカミキリ Ceresium fuscum Matsumura et Matsushita, 1932

表 2　南北大東島におけるダイトウビロウの訪花動物．
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シの被害状況と繁殖場所についての調査を実施

した．島内を車で移動しながら道路から確認で

きるダイトウビロウの葉について，タイワンカ

ブトムシ成虫による特有の加害痕（写真 3）を

目視によって確認するとともに，本種の繁殖場

所となる畑周辺に集積されたバカス堆肥（サト

ウキビの搾りかすを堆肥にしたもの），牛糞堆

肥，植物残渣などで幼虫の確認を行なった．

　上記調査とは別に，開花フェノロジー調査に

用いた南大東島のダイトウビロウ 300 個体と沖

縄島のビロウ 300 個体について定期センサスを

行なった．南大東島では 2011 年 12 月 26 日か

ら 2012 年 10 月 29 日までの間に 4 回，沖縄島

では，2012 年 1 月 10 日から 11 月 11 日までの

間に 13 回の調査を行ない，各調査個体につい

て目視によりタイワンカブトムシ成虫による加

害痕の有無を確認した．

2）結果と考察

　加害痕による被害木調査によって，本種の加

害は南大東島及び北大東島のほぼ全域における

植栽木やダイトウビロウ林に及んでいることが

明らかになった（図 6）．ダイトウビロウの他

にも，公園や民家に植栽されているココヤシや

トックリヤシモドキでも加害痕が確認された．

被害の状況としては，新たに展開している葉の

一部もしくは全部に，葉が未展開の段階で成虫

が食い込んだために生じた葉の欠落や葉柄部の

穴が見られたほか，成長点まで被害が及び新芽

が萎縮して展開できないダイトウビロウもあっ

た．ダイトウビロウの枯死状況を見ると，新葉

の伸長速度が早いためか，タイワンカブトムシ

成虫による加害が成長点に達する前に葉が展開

して多くのダイトウビロウで成長点への加害が

回避されており，完全に枯死した個体は少な

かった．しかし，複数の成虫によって同時に加

害されたり，繰り返し加害を受けたりすること

で衰弱したダイトウビロウもあり，このような

個体ではやがて枯死する可能性が高いものと考

えられる．

写真 3　ダイトウビロウの葉に残る特徴的な加害痕

北大東島

南大東島

北大東島

図 6　北大東島と南大東島におけるタイワンカブトムシの生

息状況．● : タイワンカブトムシによる加害痕のあるダイト

ウビロウ，▲ : タイワンカブトムシの幼虫が確認されたダイ

トウビロウ．
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　タイワンカブトムシの繁殖場所に関する調査

では，沖縄島での繁殖状況と同様に，サトウキ

ビ畑の周辺に野積みされていたバカス堆肥や牛

糞堆肥から，成虫や蛹とともに各令期の幼虫が

数匹～数十匹発見された（写真 4a）．また，畑

の周囲に集積されたサトウキビの剥葉や落ち葉

などの植物残渣が腐植した場所からも幼虫が確

認され，畑周辺に野積みにされた堆肥や植物残

渣が本種の主要な発生源となっていることが明

らかになった．また，ダイトウビロウは，成長

に伴って葉が枯死した後も，葉柄部分が樹幹に

残り腐植物が葉柄の付け根部分に堆積する特徴

がある．特に，葉に加害痕のあるダイトウビロ

ウでは，このような腐植や枯れた葉柄部の内

部に幼虫が成育しているのが確認され，枯死し

ていないダイトウビロウもタイワンカブトムシ

の発生源となることが明らかになった（写真

4b）．このほか，タイワンカブトムシの加害に

よって枯死したと推測されるダイトウビロウの

幹の腐食した部分からも多数の幼虫が確認され

た（写真 4c）．

　南大東島における定期センサスの結果，調

査開始から 2012 年 6 月までは被害木の割合が

30％前後であったのに対し，10 月には 49.8％

と増加しており，タイワンカブトムシによる被

害が拡大する傾向にあることが示された（図

7）．同島では，現時点で調査個体の約半数がタ

イワンカブトムシの食害を受けていることにな

る．沖縄島では 23.7-29.0％の個体でタイワンカ

ブトムシによる被害が確認されたが，調査期間

を通じて大きな変動はなく，南大東島のように

被害個体が増加する傾向は見られなかった．先

にも記したように，南大東島においてタイワン

カブトムシの食害を受けたダイトウビロウの多

くは被害が軽微にとどまっており，すべての個

体が直ちに枯死にいたるわけではない．しかし，

この状況を放置してタイワンカブトムシによる

被害がさらに拡大すれば，ダイトウビロウの存

続に深刻な影響を与えることが懸念される．

2．ヒサマツサイカブトムシの生態と識別方法

　ヒサマツサイカブトムシ（Oryctes hisamatsui 

Nagai， 2002）は，大型のカブトムシの仲間で

あるにもかかわらず近年になって記載された南

大東島の固有種である（Nagai 2002）．これま

でに発見された個体は極めて少なく，その生息

状況や生態については全く知られていない（田

a b c 

写真 4　タイワンカブトムシの幼虫．a : バカス堆肥から掘り出された幼虫，b : ダイトウビロウの葉柄付け根部分の腐植中にい

た幼虫，c : 枯死したダイトウビロウの樹幹内にいた幼虫．
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川ほか 2003）．本研究では，本種の保全に必要

な生態的知見を得るため，また，タイワンカブ

トムシの駆除作業の際に，形態的に類似した本

種が駆除されないよう，両種の識別点を明らか

にすることを目的として調査を行なった．

1）方法

　南大東島での生息状況に関する聞き取り調査

と既存の標本データを用いた成虫の発生消長に

関する調査を実施した．また，タイワンカブト

ムシとの識別点について，外部形態の特徴を調

べた．標本調査には，南大東島まるごと館に保

存されていた 6 個体と琉球大資料館（風樹館）

に収蔵されていた 4 個体の標本を用いた．

2）ヒサマツサイカブトムシの生態について

　ヒサマツサイカブトムシに近縁なオオサイカ

ブトムシやタイワンカブトムシの生態から推察

すると，本種の成体もビロウなどのヤシ科の植

物の樹液を餌とし，幼虫はダイトウビロウの腐

植物を食べて生育しているものと推察される．

今回，南大東島の住民から聞き取り調査を行

なった結果，30 年以上前に海岸部の山火事で

立ち枯れ状態になったダイトウビロウの幹の腐

植物の中からヒサマツサイカブトムシと思われ

る個体を採集したとの情報を 60 歳代の男性か

ら得られた．また，20 年ほど前に，自宅に植

栽されていたダイトウビロウが枯死し，立ち枯

れ状態となったダイトウビロウの内部から，ヒ

サマツサイカブトムシと思われる成虫や幼虫を

複数採集したとの情報を得た．これらの個体が，

タイワンカブトムシであった可能性も考えられ

るが，同時期に南大東島で採集されたタイワン

カブトムシの標本はこれまでに発見されておら

ず，いずれもかなり大きなカブトムシであった

とのことからヒサマツサイカブトムシである可

能性が高いものと思われる．このような聞き取

り調査の結果からも，本種がダイトウビロウの

枯死木で繁殖している可能性は極めて高いもの

と思われる．一方，採集データが保存されてい

た 11 個体の成体の採集日は，6 月 1 日，6 月 8

日，6 月 21 日，7 月 22 日，7 月 23 日，8 月 2 日，

8 月（日付不明），8 月（日付不明），9 月 5 日，

9 月 15 日，11 月 15 日であった．これらの採集

情報からは，本種の成虫は，おもに 6 月上旬か

ら 11 月中旬にかけて活動しているものと思わ

れる．また，採集地点の詳細が明らかな 6 個体

については，いずれも内幕のダイトウビロウ林

周辺で灯火に飛来した個体であった．また，各

標本の性別は，雄が 5 個体で雌が 6 個体であっ

た．

3）ヒサマツサイカブトムシとタイワンカブト

ムシの識別点

　タイワンカブトムシとヒサマツカブトムシ

は，ともに Oryctes 属に属する比較的近縁な種

であり外部形態もよく似ている．特に，ヒサマ

ツサイカブトムシの小型の個体では，研究者で

ないと両種の識別がかなり困難な場合もある．

特に南大東島では，ヤシ類の害虫であるタイワ

ンカブトムシと同所的に生息しており，住民が

タイワンカブトムシを駆除する際に，ヒサマツ

サイカブトムシを誤って捕殺する可能性も高

い．そこで，今回，上記のヒサマツサイカブト

図７　南大東島と沖縄島におけるタイワンカブトムシ食害率

の変化．
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ムシの標本 11 個体と沖縄島及び南大東島で採

種されたタイワンカブトムシの標本 30 個体を

用いて，住民ができるだけ簡単に両種を識別で

きるよう，外部形態の特長を調べた．その結果，

下記に示す特長で識別が可能であることが明ら

かになった．識別点の多くが両種における相対

的な特長であるため，現場での識別を助けるた

めに，タイワンカブトムシの同定標本や識別点

を記したリーフレットを作成した．

　a) 両種を側面から見ると，ヒサマツサイカ

ブトムシはタイワンカブトムシに比べて体に厚

みがあり，胸部後方が高くせり上がっている（写

真 5a）．

　b) 雄の胸部の頂点にある前方に弱く突き出

た小さな突起は，タイワンカブトムシでは二つ

であるが，ヒサマツサイカブトムシでは三つあ

る（写真 5b）．

　c) 雄の胸部の中央の窪みを取り囲んでいる

帯状の浅い溝は，タイワンカブトムシでは後方

で途切れるが，ヒサマツサイカブトムシでは繋

がる（写真 5b）．

　d) ヒサマツサイカブトムシは，雌の胸部背

面の後方中央に長方形の浅い窪みがある（写真

5c）．

　e) 上翅の点刻は，ヒサマツサイカブトムシ

では細かく前翅の光沢は強いが，タイワンカブ

トムシでは点刻が粗く前翅の光沢が弱い（写真

5d）．

　このほか，タイワンカブトムシ及びヒサマツ

サイカブトムシともに，雌雄の判別には尾節板

下部の黄褐毛の密生度の違い用いることがで

き，雄では黄褐毛がまばらであるが雌では密生

している（写真 5e）．

3．ダイトウビロウの加害昆虫

　今回の調査では，タイワンカブトムシの加害

状況の調査の際に，ダイトウビロウを加害する

害虫類についても同時に調査を実施した．その

結果，南北大東島のダイトウビロウから，タイ

ワンカブトムシを含む 4 種類の加害昆虫が確認

できた．以下に，各害虫類の概要と加害状況に

ついて述べる．

1) タイワンカブトムシ　Oryctes rhinoseros

　分布：南大東島・北大東島・奄美以南の琉球

列島・台湾・朝鮮半島・中国南部・東南アジア・

ヒサマツカブトムシ 

タイワンカブトムシ 

a 

ヒサマツカブトムシ タイワンカブトムシ 

b 

ヒサマツカブトムシ タイワンカブトムシ 

c 

ヒサマツカブトムシ 

タイワンカブトムシ 

d 
e 

タイワンカブトムシ 雌 タイワンカブトムシ 雄 

写真５　ヒサマツサイカブトムシとタイ

ワンカブトムシの識別点．a : 側面からの

胸部形態の比較，ｂ : 雄の胸部の突起と溝

（赤丸部分）の比較，c : ヒサマツサイカブ

トムシの雌にある胸部後方の窪み（赤丸部

分），d : 前翅の刻点の比較，e : 尾節板下

部の毛によるタイワンカブトムシ雌雄の比

較（赤丸部分）．
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ニューギニア・フィージー・ハワイなど．

　前述のように，本種は大東諸島においてダイ

トウビロウに深刻な影響を与えており，特に開

発が進みダイトウビロウの個体数が少ない北大

東島においては，ほとんどのダイトウビロウが

加害されており，早急な対策が必要である．

2） ヤ シ オ オ オ サ ゾ ウ ム シ　Rhynchophorus 

ferrugineus

　分布：沖縄島・南大東島・西日本・九州各地・

東南アジア・オセアニアの熱帯域．

　本種は，東南アジアに広く分布するヤシ類の

重大害虫で，日本では，1975 年頃に沖縄島で

最初に発見されて以来，九州から西日本の各

県で局地的に発生が確認されている（金城ら

1995）．これらの地域では，おもに街路樹など

に植栽されたカナリーヤシなどで被害が生じて

いる．成虫は，体長 30-40 mm ほどで，体はや

や平たく，体色は背面が橙色で黒い斑点があり，

腹面が黒色である．成虫は，ヤシ類の成長点付

近に穴を開けて潜り込み，産卵し，孵化した幼

虫は成長点付近を食害しヤシ類が枯死する．成

熟した幼虫は，樹幹内部の繊維質を使って楕円

球形の蛹室を作りその中で蛹化する．

　今回の調査では，ダイトウビロウから成虫を

発見することはできなかったが，南大東島のタ

イワンカブトムシに加害されたダイトウビロウ

2 本の生長点付近から，本種のものに類似した

蛹室痕を発見した（写真 6a）．ただ，類似した

蛹室は，後述のヤシオサゾウムシでも見られる

ことから，発見した蛹室痕が本種の蛹室である

かどうかは断定できなかった．いずれにせよ，

成虫は発見されず蛹室痕も 2 個しか確認できな

かったことから，本種による加害はそれほど多

くないものと推察される．しかし，本種とタイ

a b 

c d e 

写真６　ダイトウビロウの加害昆虫．a : ヤシオオオサゾウムシのものと思われる蛹室痕，b : ヤシオサゾウムシの成虫，c : カ
クムネヒラタハムシの成虫，d : カクムネヒラタハムシの幼虫と展開前の新葉の食痕，e : ダイトウビロウの展開した葉に残るカ
クムネヒラタハムシの食痕．
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ワンカブトムシとの重複した加害によって，ダ

イトウビロウが枯死する割合が高くなる可能性

もあることから，今後，南北大東島ともにフェ

ロモントラップなどを用いた生息状況の詳細な

調査が必要である．

3）ヤシオサゾウムシ　Rhabdoscelus fissicauda

　分布：南大東島・北大東島・インドネシア・

インドシナ・インド．

　本種は，東南アジアに生息するビロウやサ

トウキビの害虫で，日本では南大東島と北大

東島でのみ生息が確認されている（Morimoto 

1978）．本種もヤシオオオサゾウムシと同様に，

樹幹内部の繊維質を使って楕円球場の蛹室を造

る．今回の調査で南大東島のダイトウビロウか

ら 1 個体の成虫を確認したほか（写真 6b），街

路樹として植栽されていた枯死したダイトウビ

ロウの生長点付近から，本種のものと思われる

やや小型の蛹室痕を 2 個確認した．本種のダイ

トウビロウへの加害状況についてはこれまで調

査は実施されておらず，今後，前述のヤシオオ

オサゾウムシと同様に詳細な調査が必要であ

る．

4) カクムネヒラタハムシ　Octodonta depressa

　分布：台湾・タイ・ベトナム・マレーシア・

スマトラ・フィリピン・南大東島．

　本種は，これまで国内からは確認されていな

かったヤシ類の害虫で（木元 2003），今回の調

査で初めて南大東島のダイトウビロウの展開前

の新葉の隙間から多数採集された（写真 6c）．

これまでのところ，西港と亀池港，北港周辺に

街路樹や防風林として植栽されているダイトウ

ビロウで成虫や幼虫が確認されている（図 8）．

本種は，展開前の新葉の隙間に生息し，幼虫や

成虫が柔らかな葉肉部分を食害するため（写真

図 8　南大東島におけるカクムネヒラタハムシの生息状況．●：生息が確認された場所，▲：食痕のみ確認された場所，
○：未発見の場所．
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6d），多数寄生した場合には展開した葉の大部

分が茶色く枯れた状態となり（写真 6e），ダイ

トウビロウの生育に悪影響を及ぼすものと推察

される．今後，北大東島を含む，ヤシ類の加害

状況の詳細な調査が必要である．

Ⅴ．タイワンカブト駆除対策における提言

　大東諸島の貴重な自然を守るためには，早急

にタイワンカブトムシの駆除対策を講じる必要

がある．タイワンカブトムシによる食害はダイ

トウビロウに深刻な影響を与え，枯死にいたる

場合も多い．それは，ダイトウオオコウモリや

ダイトウコノハズクなどを始めとする本種を利

用して生活する南大東島の固有種・固有亜種，

在来種に重大な影響を及ぼす．大東諸島の希少

種の保全にあたってのダイトウビロウの重要性

は，先行研究においても繰り返し指摘されてき

た（当山 1992，西平 1992，自然環境研究センター

2003 など）．また，ダイトウビロウを主な構成

種とする幕林は台風や季節風から農作物を保護

する防風林としての役割も有している．ダイト

ウビロウが減少し幕林の防風機能が脆弱になる

と，台風による農作物の被害も甚大になること

が想定され，経済的にも大きな影響を与えると

考えられる．

1．発生源の管理について

　今回の調査で，タイワンカブトムシの主な繁

殖場所は，野積みされたバカス堆肥や牛糞堆肥，

畑の周囲に集積されたサトウキビの剥葉などの

植物残渣が腐植したものであった．この内，堆

肥類の保管については，野積みせず，タイワン

カブトムシの侵入できない倉庫などに集積する

ことが必要である．タイワンカブトムシの対策

として，野積み堆肥をブルーシートや防虫ネッ

ト等で被覆する場合もあるが，成虫が被覆材を

破った事例も多いため（写真 7），野外での長

期間の保管は避けるべきである．また，植物残

渣については，まとめて放置せずに速やかに圃

場に還元する．このほか，ダイトウビロウの葉

柄の付け根部分に堆積した腐植物や枯死したダ

イトウビロウの樹幹中の腐植物なども本種の繁

殖場所となるため，葉柄基部の腐植の除去や枯

死木の除去も必要である．しかし，枯死木はダ

イトウコノハズクの営巣木としても利用される

ため，取り扱いには注意が必要である．枯死木

の伐採については，公園の植栽木や街路樹，倒

木，あるいは，著しく腐食・破損が進んだもの

など，ダイトウコノハズクの繁殖場所となる可

能性の低いものに限る．

2．駆除方法の検討について

　これまで述べてきたようにダイトウビロウに

は多くの在来の動物種が関わりを持っている．

ダイトウビロウの保護と害虫の駆除にあたって

それらの動物への配慮が必要である．

1）誘因による駆除

　沖縄県内では，サトウキビ害虫であるコガネ

ムシ類の駆除対策として，LED 誘引ライトを

用いたアオドウガネ類用のトラップや，性フェ

ロモンを用いた交信撹乱によるケブカアカチャ

コガネ防除技術の開発が行なわれている（新垣 

2011，Yasui et al. 2012）．タイワンカブトムシ

についても誘引効果の高い波長の LED 開発な

ど，捕獲効率の高い光源を用いたトラップの開

発が可能かもしれない．東南アジアなどでは，

既にヤシ類のプランテーションにおいてフェロ

モントラップを用いたタイワンカブトムシの誘

引駆除が実施され効果を上げていることから

（Hallet et al. 1995），大東諸島においても有効な

手段となる可能性が高い．ただし，フェロモン

トラップを用いる場合には，同時に誘引される

可能性の高いヒサマツサイカブトムシに対する

十分な対策が必要である．

2) 薬剤散布による駆除

　多くの害虫駆除にあたって使用されることの
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多い薬剤散布はヒサマツサイカブトムシ等の在

来の昆虫類への直接の害があることから基本的

に使用すべきでない．脊椎動物についての害は

詳細な検討事例がないが，身体に直接付着した

り，花に付着したりしたものをなめることに

よって体内に取り込まれることなどによる害が

予想される．また，農薬で死亡した昆虫死体を

食べる鳥類などへの間接的な害が予想される．

3．ヒサマツサイカブトムシ識別の重要性

　タイワンカブトムシの駆除を行なう場合，近

縁のヒサマツサイカブトの誤捕獲・誤殺が最大

の問題になると考えられる．本研究からもヒサ

マツサイカブトムシの生息密度がかなり低いこ

とが示唆されており，少数の誤殺でも個体群に

与える影響は大きいと考えられる．このため，

駆除対策の実施にあたって両者の識別点の周知

が必要である．今回作成したリーフレットはそ

のツールとして機能できると考えている．現段

階では成虫の識別は可能であるが，幼虫につい

ては識別点が明らかになっていない．それは，

ヒサマツサイカブトムシの幼虫の発見が困難で

あること，飼育下での繁殖に成功していないこ

とによる．これは今後の大きな課題である．

4．ダイトウビロウの長期的保護対策

　今回のタイワンカブトムシの大発生について

は，行政機関を始めとしてさまざまな対策がと

られており，収束に向かうことを期待している．

　一方，本研究においてタイワンカブトムシ以

外にもダイトウビロウを食害する害虫が 3 種発

見された．海洋島であるという特殊な環境を考

えると，外来種の侵入について今後一層の警戒

と侵入防止策が必要である．南北大東島は大半

が農地であるため，害虫が大発生しやすい環

境にある．こうした事態が生じた場合，短期間

で在来の動植物に大きな影響が及ぶ可能性が高

い．小島嶼であること，自然環境があまり残さ

れていないこと，各在来種の個体群は小さいこ

となどから，急速に絶滅に至ることも懸念され

る．今後，タイワンカブトムシなどの害虫につ

いて常にモニタリングできる体制作りも急務で

ある．多くの生物が行き来可能な隣接した島嶼

であることを考えると南北大東島での連携した

体制の議論も必要である．

　別の視点からの危機管理策として，将来的に

ダイトウビロウに致命的なダメージを受ける可

能性を想定して，植樹のための苗木確保に向け

た準備を始めることが必要である．ダイトウビ

写真７　タイワンカブトムシの成虫が堆肥を覆っていたビニールシートに開けた穴（侵入痕）．



40

ロウが成長し，在来の動物種が利用できるよう

になるまでには時間がかかる．すぐにでも，そ

れぞれの島で採取した種を播種し，苗木を育て

る場所と管理体制の構築が必要である．
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Ecological survey on the Chinese fan palm and native ecosystem

for the solution of urgent conservational problem in Daito Islands

Masako Izawa, Takeshi Sasaki, Shun Kobayashi, Tetsuo Denda, 

Masaoki Takagi, Sayaka Horie, Ryota Usui and Takeshi Goto

Livistona chinensis var. amanoi (Arecaceae) is a palm species that is dominantly found in the 

forests on Daito Islands. Because L. chinensis var. amanoi is recently underwent serious damage 

from a outbreak of an alien coconut rhinoceros beetle (Oryctes rhinoceros) infestation, we studied 

the ecology of this palm, its interactions with native and endemic animals, and status of damage 

caused by the coconut rhinoceros beetle attacks. Our results showed that L. chinensis var. amanoi 

bloomed for about half a year from October to March and this flowering period was longer than 

that for L. chinensis var. subglobosa on Okinawajima Island. In addition, L. chinensis var. amanoi 

was used by many native animals such as the Daito flying-fox (Pteropus dasymallus daitoensis), 

Daito scops owl (Otus elegans interpositus), and Daito white-eye (Zosterops japonicus daitoensis), 

and it played an important role in the lives of these animal. Through surveys, we found a lot of 

seriously damaged trees on Minami-daitojima and Kita-daitojima Islands. The major breeding 

habitat of the coconut rhinoceros beetle was the bulk of compost around the sugar cane fields 

and remains of dead palm trees. Additionally, an alien leaf beetle (Cryptolestes ferrugineus) was 

identified as a pest of L. chinensis and was first recorded on L. chinensis var. amanoi on Minami-

daitojima Island. On the basis of these results, we suggested methods for the protection of L. 

chinensis var. amanoi on Daito Islands.
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