
Ⅰ．はじめに

八丈小島は，八丈島の北西 7.5 kmに位置す

る標高 616.8 m，面積 3.07 km2の火山島で，外

来種であるイタチや野ネコ，またヘビがいない

島として，典型的な伊豆諸島の食物連鎖系が残

された唯一の島である．しかし昭和 44年全島

民が離島した際に残されたノヤギが増加し植生

被害が顕在化したため，本研究会がノヤギの駆

除を提言し，東京都と八丈町が 2001年～ 2007

年に計 1137頭のノヤギを駆除した．その後，

植生は回復していったが，駆除後の生態学的調

査は行われてなかったため，今後の保全と活用

に資するための基礎査として本研究を行なっ

た．

Ⅱ．植生調査，希少植物調査

1. 目的

八丈小島のノヤギ駆除後の植生の回復状況を

把握する．

2. 方法

1）2018年 6/22，6/23に現地調査を実施した．

2）植生調査地点は，2006年と同一の 19地点

で調査とした．また，この内，8地点は 2000

年にも調査した．調査地点は地形図と GPS
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情報に基づき行った．

3）植生調査および移動時に確認した希少植物

種を記録した．特に，6/22の調査では山頂部，

6/23の調査では断片的に残存するスダジイ林

を中心に踏査した．

3. 結果

1）森林群落

2000年（ノヤギ駆除前），2006年（駆除のほ

ぼ終了直後），2018における同一地点で実施す

ることができた森林群落について種組成の変化

を比較した．ナチシケシダ，オオバグミ，イヌ

ビワ，テイカカズラなどについて駆除後，新た

に出現あるいは増加する傾向がみられた．

2）草本群落

2000年，2006年，2018における同一地点で

実施することができた草本群落 1地点について

種組成の変化を比較した．駆除前から駆除進行

直後は，チガヤが優占していたが，2018年には，

新たに出現したイソギクが優占する群落となっ

ていた．種組成も 3期間で大きく変化し，ツボ

クサ，チカラシバ，ヒメクグが消失する一方で，

イソギクの他，ガクアジサイ，オオシマカンス

ゲなどが出現した．

3）希少植物

絶滅危惧種としては，ハチジョウツレサギ（環

境省：絶滅危惧 IA類，東京都：絶滅危惧 IA類），

カキラン（東京都：絶滅危惧Ⅱ類），オオシマシュ

スラン（東京都：絶滅危惧Ⅱ類），シュスラン（東

京都：絶滅危惧Ⅱ類），クルマシダ（東京都：

絶滅危惧 IB類）を確認した．この内，ハチジョ

ウツレサギ，カキラン，オオシマシュスランの

3種は 2006年までの調査では確認されていな

かった．

4. 考察と課題

森林群落，草原群落とも主組成の変化が見ら

れた．増加した種には，イヌビワ，テイカカズ

ラなどの伊豆諸島の極相林であるオオシマカン

スゲ－スダジイ群集の構成種が含まれており，

種組成が回復する傾向にあることを示してい
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図 1　八丈小島植生比較表（森林群落）．八丈小島のノヤギ駆

除前と駆除後 2時期における森林群落の種組成比較．駆除前

後で出現頻度・優占度が変化した傾向があった種．
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図 2　八丈小島植生比較表（草本群落）．八丈小島のノヤギ駆

除前と駆除後 2時期における草本群落の種組成比較．
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る．また，草原群落については，伊豆諸島の海

岸植生であるイソギク－ハチジョウススキ群落

に回復してきていると考えられる．一方，今回

予備的な解析を行ったが今後は，ガクアジサイ

低木林を含め，全地点を用いた解析を行う．

希少植物については，3種が新たに確認され

た．特に，ハチジョウツレサギは伊豆諸島の固

有種であり，個体数も少なく，八丈小島は本種

の貴重な生育地となる．ノヤギ駆除によって絶

滅危惧種の生育状況の回復がなされたことが確

認できた．

Ⅲ．オカダトカゲ生息状況調査

1. 目的

伊豆諸島準固有種のオカダトカゲについて，

ノヤギ駆除後の生息状況を把握する．

2. 方法

2018年 5/18，5/19，5/20日に島に渡り，旧

鳥打集落の小学校跡地周辺で 10分間のセンサ

スを試みた．

3. 結果と考察

トカゲが出現したのは，晴れて，林床にまで

日がさした 18日の 18日の午前中に限られた．

この間に 10分間のセンサスを 3回行って確認

された個体数は，10分間あたり 14，5，11であっ

た．天候がよくなかったため，実際の生息密度

をかなり過小評価した値である．わずかに日が

差した時には，狭い範囲（1 m2）に複数の個体

が日光浴に現れた．1994年と 2003年の調査で

は，八丈小島のオカダトカゲの密度は，イタチ

導入以前の三宅島や青ヶ島に匹敵するか，それ

以上であった．現在もその高密度を維持してい

ると思われた．

Ⅳ．クロアシアホウドリ生息状況調査

1. 目的

2013年春に初確認された準絶滅危惧種のク

ロアシアホウドリの生息状況を把握する．

2. 方法

2017年 11月～ 2018年 6月の間，各月 1回

以上，上陸し，目視による生息状況を記録した．

各「No.」は 2017/2018シーズンに産卵が確認

された場所に充てられた番号である．

3. 結果

以下に観察日，調査時間，確認された成鳥の

個体数，抱卵数（営巣番号），孵化後のヒナ数，

および特筆事項を記した．

1）2017年 11/21　10:10－16:00

成鳥 24羽

抱卵 4ヶ所（No.2，No.5，No.7，No.9）

巣の場所が昨シーズンの場所から少しずれてい

る．ディスプレイ行動が多少みられた．今後産

卵しそうな巣が 7-8か所あると思われる．

2）2017年 12/3　7:00－16:00

成鳥 16羽

抱卵 7 か所（No.2，No.4，No.5，No.7，No.9，

No.11，No.12）

3）2017年 12/20　9:00－12:00

成鳥 19羽

抱卵 8か所

4）2017年 12/24　6:30－16:00
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図 3　2017年 12月 3日　No.5抱卵オス（浜の平）



成鳥 35羽

抱卵 12か所

集会，ディスプレイが盛んに観察された．

5）2018年 1/14　7:20－16:00

成鳥 35羽

抱卵 12か所のうち 1か所放棄し（No.7），残り

11か所で抱卵継続中

集会，ディスプレイ盛んに行われていた．

6）2018年 2/17　10:00－16:00

成鳥 62羽 +（過去最大数）

ヒナ 7羽孵化（浜の平 4ヶ所，坂の途中 1か所，

コウダテ 2か所），5か所失敗（巣には卵の欠

片のみ）

仮巣が約 17か所確認された．

○ふ化成功　浜の平（No.2，No.4，No.5，No.8），

坂の途中（No.9），コウダテ（No.11，No.12）

○ふ化失敗　浜の平（No.1，No.3，No.6，No.7），

お墓（No.10）

ディスプレイ，集会，飛び立ち，着陸など大変

盛んに行われていた．

複数箇所に仮巣も作られており，新しいペアが

形成されたと考えられた．

7）2018年 3/3　7:25－16:00

成鳥 33羽 +

ヒナ 7羽順調

仮巣がさらに増加．

親鳥はヒナの側から離れていることが多かっ

た．ディスプレイ盛んに行われている．

8）2018年 3/18　7:00－16:00

成鳥 27羽

ヒナ 7羽順調（2-3m位，巣から動いているも

のが多かった）

○昨年から確認されている左足に青い足輪

「K018」右足に金属足環の個体が，No.8の巣の

横で仮巣を作っていた．ペアの相手は足環なし．

9）2018年 3/31　6:00－14:00

クロアシアホウドリ 35羽 +

ヒナ 7羽順調

ペアのディスプレイはあるが，集会はあまり行

われていない．

10）2018年 4/21　6:00－16:30

成鳥 33羽

ヒナ 7羽　順調に生育していた．

11）2018年 5/6　6:20－16:30

成鳥 21羽

ヒナ 7羽順調に生育

12）2018年 5/18　10:30－16:30

クロアシアホウドリ成鳥姿なし

ヒナ 7羽のみ

13）2018年 6/2　5:45－14:00

ヒナ　浜の平 4羽，コウダテ 1羽（No.12）の

浜の平1羽とコウダテNo.11が巣立ちした模様．

鳥打小中学校校舎裏の巣穴を確認．
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図 4　2018年 2月 17日　No.2ヒナと親鳥 図 5　2018年 3月 3日　No.9順調に育つヒナ



14）2018年 6/3　6:00－16:30

ヒナ　朝，浜の平 3羽，コウダテ 1羽確認．

昨日確認した浜の平の 1羽は早朝のうちに巣

立った模様．さらにもう 1羽午前中に巣立ち．

（No.4）

残りは浜の平 2羽，コウダテ 1羽．

15）2018年 6/22　6:30－16:30

ヒナ　浜の平に姿なし．2羽巣立った模様．コ

ウダテ 1羽確認（No.12）．すっかり産毛は無く

なっている．盛んに羽ばたき練習を行う．

（その後，記録映像により夕刻の巣立ちを確認）

Ⅴ．その他鳥類の生息状況

1. 方法

2017年 10月～ 2018年 10月 15日の期間内

に 29回渡島調査した際，陸上及び周辺海域に

おいて，目視，鳴き声等で確認された鳥類を記

録した．

2. 結果

以下の鳥類の生息が確認された．

カラスバト Columba janthina，キジバト

Streptopelia orientalis，コアホウドリ Phoebastria 

immutabilis，クロアシアホウドリ Phoebastria 

nigripes，アホウドリ Phoebastria albatrus，オオ

ミズナギドリ Calonectris leucomelas，ミズナギ

ドリ類 Puffinus sp.，ウミツバメ類 Oceanodroma 

sp.，ウミウ Phalacrocorax capillatus，ホトトギ

ス Cuculus poliocephalus， ア マ ツ バ メ Apus 

pacificus，ヤマシギ Scolopax rusticola，ウミネ

コ Larus crassirostris，オオセグロカモメ Larus 

schistisagus， カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ

Synthliboramphus wumizusume，ミサゴ Pandion 

haliaetus，トビ Milvus migrans，ノスリ Buteo 

buteo，チョウゲンボウ Falco tinnunculus，ハヤ
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図 6　2018年 6月 3日　No.4巣立ち間近の羽ばたき練習をす

る幼鳥

図 7　クロアシアホウドリの生息状況



ブサ Falco peregrinus，ハシブトガラス Corvus 

macrorhynchos，ヤマガラ Poecile varius，シジュ

ウカラ Parus minor，ツバメ Hirundo rustica，イ

ワツバメ Delichon dasypus，ヒヨドリ Hypsipetes 

amaurotis，ウグイス Cettia diphone，イイジマ

ムシクイ Phylloscopus ijimae，メジロ Zosterops 

japonicus，ウチヤマセンニュウ Locustella 

pleskei，オオヨシキリ Acrocephalus orientalis，

ミソサザイ Troglodytes troglodytes，ホシムクド

リ Sturnus vulgaris，アカコッコ Turdus celaenops，

ツグミ類 Turdus.sp，コマドリ Luscinia akahige，

ノ ゴ マ Luscinia calliope， ジ ョ ウ ビ タ キ

Phoenicurus auroreus，イソヒヨドリ Monticola 

solitarius，タヒバリ Anthus rubescens，タヒバ

リ類 Anthus sp.，アトリ Fringilla montifringilla，

カワラヒワ Chloris sinica，ホオジロ Emberiza 

cioides，アオジ Emberiza spodocephala．

またカラスバトについては，1時間半あたり

最大で 70個体以上が目視確認された．

Ⅵ．まとめ

今回の調査によって野ヤギの駆除が完了して

から約 10年が経過した八丈小島の自然環境に

ついて，以下のような点が明らかになった．

植生においては，植生回復が進行し，優占種

の交代を含む大きな変化がみられた．また希少

種であるハチジョウツレサギ，カキラン，オオ

シマシュスランが駆除後初めて確認された．

爬虫類では準固有種であるオカダトカゲが他

の島と比較して，より高密度で生息しているこ

とが確認された．

鳥類では 2013年には準絶滅危惧種のクロア

シアホウドリが飛来し，2016年－2017年には

2個体，2017－2018年には 7個体が巣立ち，同

種の繁殖北限地となった．またイイジマムシク

イやアカコッコ，ウチヤマセンニュウなどの希

少種の他，準絶滅危惧種のカラスバトが高密度

で生息していることが確認された．2017年に

はオオミズナギドリの繁殖も確認した．また

2018年に八丈小島に付属する岩礁の小地根で

繁殖を確認したカンムリウミスズメや周辺海域

で観察されたアホウドリ，コアホウドリなども

今後，八丈小島を繁殖地とする可能性も考えら

れる．

以上により，本島が伊豆諸島に特異的な生態

系を有し，希少種の生息地となっていることが

確認された．今後，以下の様な調査を継続する

とともに，それらを踏まえて保全と活用のため

の課題について検討していく必要がある．

・昆虫類や陸生貝類等，他の生物群の生態調査

・継続したモニタリング調査

・クロアシアホウドリの保全対策．

・八丈小島の生態系の保全対策．

・活用のためのガイドラインの策定．
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Field survey toward island ecosystem recovery after the extermination 
of goats on Hachijo-kojima island

HIGUCHI Hiroyoshi, HASEGAWA Masami, KAMIJO Takashi, 
IWASAKI Yumi, KIKUCHI Takeshi and MORI Yuka

Hachijo-kojima is an island where no weasels and cats were introduced and the original food webs of the Izu 
Islands remain. However, after all the islanders left in 1969, goats drastically increased in number and damaged on 
the natural vegetation. Our association proposed the extermination of the goats, and the Tokyo Metropolitan and 
Hachijo-jima local governments exterminated a total of 1137 goats from 2001 to 2007. Since then, the vegetation 
seemed to recover, but the ecological survey was not conducted. We have started to make the current survey in order 
to contribute to the conservation and management of the island ecosystems. It was shown that rare plant species such 
as Platanthera okuboi, Epipactis thunbergii, and Goodyera hachijoensis f. izuohsimensis were found for the first 
time since the goat extermination. The Okadaʼs five-lined skink, nearly endemic to the Izu Islands, has occurred in 
higher density than on the other islands of the Izu Islands. In birds, the near threatened black-footed albatross landed 
on the island in 2013, and succeeded in rearing 2 young in 2016/17 and 7 young in 2017/18, which means that this 
island became the northernmost breeding site of the albatross species in the world. It was also found that Ijimaʼs 
willow warblers, Seven islands thrushes, Styanʼs grasshopper warblers, and Japanese wood pigeons, which are the 
representative bird species of the Izu Islands, were quite common on this island. These results suggest that Hachijo-
kojima island has really valuable original ecosystems of the Izu Islands.
Keywords: Izu Islands, original ecosystem, uninhabited island, introduced species, black-footed albatross, 
conservation and management
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