
Ⅰ．はじめに

リュウキュウコノハズクOtus elegansは，フィ

リピン・ルソン島の北に位置するカラヤン諸島

からトカラ列島中之島までの島々（日本鳥学会

2012；Holt et al. 2019），さらに福岡県宗像郡沖

ノ島に隔離分布する小型のフクロウであり

（Takagi et al. 2015），分布範囲は南北約 2,000 

kmに及ぶ．沖縄島から東に約 400 kmの太平

洋上に位置する大東諸島の個体群は，固有亜種

ダイトウコノハズク O. e. interpositus（以下，

ダイトウコノハズクと記述する）とされる．ダ

イトウコノハズクは，沖縄島以北の個体群から

数十万年間，宮古島以西の個体群から約 150万

年間隔離された個体群である（髙木ほか

2019）．進化的に重要な単位（Evolutionary 

Significant Unit）であり，環境省レッドリスト

では絶滅危惧 II類（VU）とされる（環境省

2019）．

大東諸島は，北大東島，南大東島と沖大東島

から構成される．現在，ダイトウコノハズクは

南大東島だけに生息している．かつては南大東

島から約 8 kmの距離に位置する北大東島（面

積 12 km2）にも生息していた（折居彪二郎研

究会 2013）．しかし，北大東島では 1972年の

鳴き声の記録が最後となり（池原 1973），2000

年初めから現在に至るまで確認記録がなく

（Takagi et al.未発表），絶滅したと考えられる．

リュウキュウコノハズクは森林性であること

から（Toyama and Saitoh 2011，伊藤 2018），北

大東島における絶滅は森林伐採が引き金になっ
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たと推察される（姉崎 2012）．南大東島では絶

滅には至らなかったが，1990年代には雄の個

体数が 20個体程度まで減少した（嵩原・中村

2002）．2000年代に入ると個体数は回復傾向を

示し，2019年の時点で繁殖しているダイトウ

コノハズクは約 200 つがいと推定される

（Sawada and Takagi準備中）．南大東島おいて，

ダイトウコノハズクは回廊状に切り残され，ま

た植林された幅 50-100 mほどの幕と呼ばれる防

風林に並ぶようになわばりを構え生息している

（高木ほか 2005，Takagi et al. 2007a, b，Akatani 

et al. 2011）．大東諸島では，ダイトウビロウ

Livistona shinensisが極相を形成する樹種である

が，防風林は移入されたトクサバモクマオウ

Casuarina equisetifoliaが優占する区域が多い．

移入種であるが巣箱以外で繁殖するダイトウコ

ノハズクの大部分は，トクサバモクマオウにで

きた樹洞に営巣する（伊澤ほか 2014）．つまり

ダイトウコノハズクは移入樹種によって個体群

が維持されてきた（以下ではトクサバモクマオ

ウの存在を肯定的に記述する部分があるが，こ

のような背景の下での表現であることを付記す

る）．現在は，南大東島の個体群は，少ない個

体数で安定しているように見えるが，繁殖成功

率の年変動は大きく（永井ほか 2018），依然と

して個体群の存続は脆弱な状況にあると推察さ

れる．

環境省は，2012-16年に「国指定大東諸島鳥

獣保護区における保全事業」として，南大東島

において爆発的に個体数を増加させた移入種タ

イワンカブトの現状把握と駆除と併せ，南・北

大東島の潜在植生の回復を検討するプロジェク

トを実施した．南大東島と北大東島の潜在極相

林の構成樹種であるダイトウビロウとその林を

利用する在来種の保護が目的であった．保全事

業では，ダイトウコノハズクの個体群の安定化

のために，耐久性の高い FRP製の巣箱を用意

した．2015年までに南大東島に 88個，北大東

島に 5個が架設された．南大東島では，架設し

た 2015年には営巣は確認されなかったが，

2016年に 18つがい，2017年に 19つがい，2018

年に 18つがいが営巣した（Sawada and Takagi 

unpublished data）．森林が充実するまでの橋渡

し役を果たせるものと期待される．

北大東島では近年のダイトウコノハズクの確

認例はない．嵩原・中村（2002）は，1988-92

年の間に北大東島におけるダイトウコノハズク

の確認記録を（+）と表現したが，確実な記録

はない．また 2001年の調査では確認されてい

なかった（嵩原・中村 2002）．北大東島におけ

るダイトウコノハズクはすでに絶滅し，約 20

年以上が経過していると思われる．その様な状

況にもかかわらず，北大東島に巣箱を架設した

のは，南大東島からの移動分散があるならば，

そのような個体を定着させることができると期

待したためである．しかし北大東島では 2019

年まで利用の形跡はない．一方，北大東島の樹

林地は面積・質ともにある程度回復しており，

ダイトウコノハズクの個体群維持が可能な環境

は整っている．

そこで私たちは，絶滅が危惧される南大東島

個体群の絶滅リスクを分散させ，北大東島にダ

イトウコノハズク個体群を再成立させるプロ

ジェクトを発足させた．台風による壊滅的な被

害や人口統計学的揺らぎなどによる絶滅の渦を

回避し，ダイトウコノハズク自体が絶滅するリ

スクを低下させることが目的である．本研究で

は，まず北大東島にダイトウコノハズクは現在

生息していないことを確認する．さらに南大東

島のダイトウコノハズクの生態特性から北大東

島におけるなわばり数を推定し，餌環境の適性

について検討する．
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Ⅱ．方法

1. 北大東島におけるダイトウコノハズクの生息

可能性

北大東島にダイトウコノハズクが生息してい

ないことを確認する目的で，プレイバック調査

を実施した．プレイバック調査は，同種他個体

の鳴き声を流すことで，なわばりへの侵入個体

を模し，定住個体がいる場合は鳴き声を発して

接近してくる性質を利用し，個体の存在を確認

する手法である．北大東島で南大東島からの分

散個体がなわばりを確定し，繁殖を始める可能

性が高いと考えらえる 10カ所を選んだ．2019

年 1月 10日，および 2019年 11月 26日に行っ

た．方法の詳細は Takagi（2018）に従った．

2. 南大東島における異なるなわばり分布様式と

北大東島のつがい数推定

Akatani et al.（2011），高木ほか（2005），お

よびダイトウコノハズク保全研究グループの未

発表資料を用い，南大東島において狭い区域に

なわばりが高密度で集中する区域，樹林地に依

存しない区域，営巣が不可能だった場所を巣箱

により営巣を可能にした区域について記述し

た．これらの情報と航空写真，北大東島の現地

踏査によって得た情報をもとに，北大東島にお

いて潜在的に繁殖可能な区域を定性的に抽出

し，繁殖可能なつがい数を推定した．

3. 北大東島における非繁殖期の餌条件

北大東島にダイトウコノハズクの個体群を再

度成立させ，個体群が維持され続けるには，餌

が不足する冬季を生き残れるかどうかを評価す

ることが必要となる．そこで南大東島でダイト

ウコノハズクの生存に最も重要であることが判

明しているゴキブリ類とアシダカグモ類の冬季

における個体数を比較した（Takagi and Akatani 

2012）．ダイトウコノハズクが絶滅した北大東

島の餌環境が，現在もダイトウコノハズクの個

体群が維持されている南大東島と比較し，劣っ

ているかどうかを判断することを目的とする．

ダイトウコノハズクは道路脇の枝などに止ま

り，路上に飛び降りゴキブリ類とアシダカグモ

類を捕獲する．ゴキブリ類とアシダカグモ類は，

樹林内に多く生息しているが，路上にも多い．

林内で個体数を算出することは，樹林のタイプ

によって観察のしやすさが大きく異なるため正

確性に欠く．そこで路上における個体数を数え

た．路上での数え上げには誤差が少なく，場所

間比較に優れた方法である．

調査は，北大東島では，2018年 11月 23日

20-22時の間に 8ルート（平均 350 m；範囲

203-512 m）で実施した．南大東島では，2018

年 11月 24日 20-23時の間に 8ルート（平均

438 m；範囲 138-716 m）で行った．両日とも

に天気は曇りで両日の気象条件は異ならない．

島内の環境の構成は北大東島と南大東島で同じ

ではないため，環境の違いによる個体数のばら

つきを評価する必要がある．すなわち，カテゴ

リー変数としてセンサスルートの両側の環境を

3区分した．すなわち，居住地，環境片側畑は，

センサスルートの片方が樹林地で片方が畑，環

境両側畑はセンサスルートの両側が畑であるこ

と示す．また，センサスルートの長さを一定に

することはできないため，ルートの長さを数値

として評価に加えた．解析には一般化線形モデ

ル（ポアソン分布・リンク関数 log）を採用した．

このモデルでは，南大東島（MDT）と環境（居

住地）を基準にし，島の効果と環境の効果を測っ

ている．つまり，結果に示す表では，北大東島

の Estimate（回帰係数推定値）が，正ならば北

大東島で個体数が多く，負ならば北大東島で個

体数が少ないことを意味する．また，環境につ

いても同様に正ならば，居住地以外で個体数が

多いことを示す．
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Ⅲ．結果および考察

1. 北大東島におけるダイトウコノハズクの生息

可能性

北大東島における 2019年 1月 10日，および

2019年 11月 26日のプレイバック調査で，ダ

イトウコノハズクは確認されなかった．南大東

島では 11月からなわばり占有行動が見られは

じめ，プレイバックに対する反応は強くなる（ダ

イトウコノハズク保全研究グループ 未発表）．

そこで冬季に分布調査を行った．

2. 南大東島における異なるなわばり分布様式

南大東島におけるダイトウコノハズクの繁殖

生態，分布特性，環境選好性などについては，

Takagi et al.（2007a, b），Akatani et al.（2011），

高木ほか（2005）で詳しく論じられている．分

布様式が異なる 3つの区域について紹介する．

巣場所が特定されることを防ぐため地図を使わ

ずに記述する．

1）南大東島において狭い区域になわばりが高

密度で集中する区域

南大東島の大東神宮は面積約 4 haの樹林地

である（図 1A）．その樹林地に 2002-2019年ま

での間に最大 6つがいがなわばりを構え繁殖し

た．大東神宮には最高樹高が 20 mを超える大

径木が生育し，多くの自然樹洞が形成されてい

た．大東神宮には巣箱を架設しておらず，繁殖

はすべて自然の樹洞で行われたと推察される．

大東神宮の約 100 m西側には県道と畑をはさむ

防風林である幕林が位置し，他のつがいがなわ

ばりを構え繁殖していた．東側は湿地帯の樹林

地があるがダイトウコノハズクは湿地の樹林地

を好まない（Takagi, unpublished data）．つまり

大東神宮のつがいは神宮の樹林地とその周囲の

畑に依存して生息していた．なわばりの面積は

1 ha以下程度に収まるものと考えられた．台湾

蘭嶼における亜種ランユウコノハズク O. e. 

botelensisは，森林構造が発達している樹林地

に生息する場合，なわばりを重複させ高密度に

生息する（Severinghaus 2000）．リュウキュウ

コノハズクは，ある好適な環境下では，高密度

になわばりを構え繁殖することが可能と考えら

れる．確認できた巣のうちの一つは，2004年

の台風で倒れ，ダイトウコノハズクは利用でき

なくなった．

2）樹林地に依存しない区域

広い樹林地に依存せずになわばりを構えた例

である．南大東島で最も人口が集中している在

所集落の北の端で営巣が確認された．在所の集

落の交通量は南大東島の中では最も多い場所の

一つで，営巣したモクマオウの地上約 3 mの高

さに形成された樹洞は県道舗装道路に面してい

た（図 1B）．東側の幕林には他個体がなわばり

を構え，このつがいは幕林を利用することはで

きない．巣から南西に約 200 mの距離に約 2 ha

樹林地があるがここにも他のつがいが営巣して

おり，このつがいはこの樹林地を利用できない．

北東に位置する広い樹林は湿地林であり，この

区域も利用しない．このつがいのなわばり面積

は約 4 haで広い樹林地は存在しなかった．営

巣したモクマオウの間隔もまばらで，非常に貧

弱な並木だった．

同様の並木での営巣が他にも確認された．南

北に延びるモクマオウが一列に植樹された並木

に営巣した例である（図 1C）．南北に位置する

幕林には，他のつがいのなわばりが位置してお

り，このつがいは幕林を利用できない．並木の

モクマオウの地上約 4 mの高さに形成された樹

洞に営巣した．この場合のなわばり面積は約 6 

haであり大東神宮のなわばりの 6倍以上の広

さになった．

本種は営巣可能な樹木が存在すれば，広い樹

林地がない貧弱な並木でも，繁殖することがで

きると考えられる．並木と畑の組み合わせだけ

でも繁殖が可能であり，並木に巣箱を設置すれ
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ば，繁殖つがい数をさらに多くすることが可能

と考えられる．しかし交通量が多い場所への誘

致は，交通事故を引き起こす可能性もあり，巣

箱をエコロジカルトラップとしないように注意

する必要がある．

3）営巣が不可能だった場所を巣箱により営巣

を可能にした区域

南大東島最北部は発達した樹林がない．南大

東島に在住の島民は経験的に，冬季の北風と乾

燥で樹林が発達し難いと考えている．2006年

5-6月にこの区域において，3個体のオスの鳴

き声を確認した．この 3個体が営巣している可

能性があると考え，巣の探索をした．しかし巣

の発見には至らず，繁殖できていないものと考

えられた．この地域には，樹林帯はあるが樹高

が高いところでも 5-6 m程度で，ダイトウコノ

ハズクが営巣可能な樹洞を提供できるような大

径木がほとんどない（図 1D）．繁殖つがいの定

着を促す目的で 2011年 11月に木製の巣箱を 3

つ架設した．2010年までの分布状況は 2006年

と同様か 3個体よりも少ない状況にあった．し

かし，巣箱を設置した翌年 2012年から巣箱が

使われ，3つがいが定着した．景観としては生

息不適と考えられる区域でも営巣場所が提供さ

れれば，ダイトウコノハズクを定着させ，営巣

させることが可能であることが示された．

3. 北大東島における繁殖可能つがい数推定

北大東島に生息できるつがい数の算定は，南

大東島のなわばりの大きさを目安にした．南大

東島で 6個体の雄に装着したラジオテレメト

リー法により明らかになったなわばりの平均面

積は 24±09 ha，平均長径 366.2±113.2 m，平

均短径 88.2±22.6 mであることから（高木ほか

2015），ここでは直径約 150 mの円をなわばり

と想定し，樹林が発達している中央部，南部と

南西部，北部で配置を試みた．配置は南大東島

におけるなわばり分布状況，すなわち発達した

樹林では狭く，狭い並木状の防風林が営巣場所

となる場合には広くする様に経験的に適宜勘案

して行った．
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図 1　南大東島における亜種ダイトウコノハズクの営巣環境．A：大東神宮の成熟した樹林地，B：モクマオウが一列に植栽さ

れた畑を仕切る並木状の防風林，C：県道舗装道路に面したモクマオウの並木状の防風林，D：最外周道路の脇に植栽されたダ

イトウビロウの防風林．海側は風衝と塩害などで樹木の生育は悪く，ススキとアダンが優占する．



1）中央部

大東宮周辺は 12つがいのダイトウコノハズ

クが営巣できる環境を備えていると推察され

た．大東宮は，南大東島の大東神宮ほどには成

熟していないが，樹高 10 mを超えるモクマオ

ウが生育し（図 2A），ダイトウコノハズクが営

巣場所として利用可能な自然樹洞もできている

（図 2B）．中野のビロウ林と呼ばれる区域は，
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図 2　北大東島における亜種ダイトウコノハズクの潜在的営巣可能環境．A：北大東島大東宮の参道．モクマオウが多く植栽さ

れ，今後生長が見込まれる樹高 4 m程度のダイトウビロウが亜高木層を形成している，B：北大東島大東宮内におけるモクマ

オウにできた樹洞（矢印），C：中野ビロウ林．最も樹高のある樹木はリュウキュウマツ．写真右側にダイトウビロウが群生し

ている，D：屏風岩の周辺．好適な樹林環境が連続している，E：島の内側西から東方向の長幕．中央の高木はモクマオウで，

その周囲はダイトウビロウのほか，ガジュマルがサンゴの化石の上に根を張っている，F：屏風岩の周辺の樹林内部．ダイトウ

ビロウは約 7 mの樹高で，樹林内部に空間が多く，ダイトウコノハズクの採餌に適している．また巣箱を架設すると利用率が

最も高くなるタイプの樹林である，G：屏風岩の付近のモクマオウに形成された樹洞，H：若齢樹からなる樹林．



樹高のあるリュウキュウマツとダイトウビロウ

から構成される比較的大きな樹林である（図

2C）．樹林そのものに依存するなわばりの形成

が可能で，畑とグランドが採餌場所として利用

可能である．大東宮の南側には約 6 haのまと

まった樹林地が位置する．少数ではあるが大き

なモクマオウが点在する環境がある．大東宮の

東側は，ギンネムが群生しており，あまり好適

な環境とはいえない．リュウキュウコノハズク

は単独でなわばりを持つことは稀で，鳴き声が

聞こえる範囲に集まる習性をもつ（Takagi, 

unpublished data）．そのため大東宮を中心とし

たこの区域は，ダイトウコノハズクを呼び寄せ，

好適にはおよばない環境としても営巣可能な樹

木や巣箱があれば定着が促進されると推察され

る．

2）南部

長幕の東側から南西部，および南西側の海に

近い防風林は，合計 19つがいのダイトウコノ

ハズクが営巣できる環境を備えている．長幕の

南側の麓には比較的厚い植生の帯が位置する

（図 2D，E）．高木層を形成するのはモクマオ

ウであり，樹林内部に空間を持つ（図 2F）．

Akatani et al.（2011）が示したダイトウコノハ

ズクが選好する森林構造といえる．このような

長幕内部の樹高の高いモクマオウには樹洞があ

り（図 2G），長幕には巣箱を架設しなくともダ

イトウコノハズクを誘致できる可能性がある．

構成樹が若い区域も含まれるが（図 2H），林内

が空いているためダイトウコノハズクが選好す

る樹林である．巣箱を架設することで繁殖つが

いを誘致することができると考えられる．

長幕西側から島の中央部に伸びる並木状の防

風林にも営巣に適する区域にも誘致が可能であ

る（図 3A）．これは南大東島の事例で示した広

い樹林地がなくとも営巣する可能性がある十分

に生長したモクマオウからなる様式に類似す

る．

長幕のさらに南側の島周回道路沿いには，樹

高は約 5 mと低いものの成熟したモクマオウの

並木があり，営巣可能と推察される（図 3B，C）．

巣箱を架設しなくとも自然樹洞への営巣も見込
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図 3　北大東島における亜種ダイトウコノハズクの潜在的営巣可能環境．A：ある程度成熟したモクマオウの並木防風林，B，C：

海岸に近いモクマオウの並木防風林．D：北西部に位置する成熟が良好であるモクマオウの並木防風林．



まれる．南大東島の北部の海岸に近い樹高の低

い樹林地での行動圏の面積は，樹高の高い樹林

地の数倍になる（Takagi and Sawada, in prep.）．

この並木でも樹高の高い成熟林に比べるとつが

い数は少なくなると思われ，定着可能つがい数

は少なく見積もられた．

3）北部

北側の長幕の東角から西角まで，および北端

の海に近い防風林には，合計 18つがいのダイ

トウコノハズクの営巣が見込まれる．島の北西

部には生育が良好なモクマオウの並木がある

（図 3D）．しかし，その区域以外ではモクマオ

ウの発達が悪く，ダイトウコノハズクが生息可

能と考えられる区域はほとんどない．

この区域の長幕もモクマオウの大径木を含む

良好な樹林地になっている．南側の長幕ほどに

は良好な環境ではなく，ひとつひとつの行動圏

は広くなると推察されるが，多くのつがいがな

わばりを形成する可能性がある．小金山付近に

も誘致が可能であると考えられる．

合計すると，北大東島にはダイトウコノハズ

ク 49つがいを収容することが可能であると考

えられた．

4. 北大東島のダイトウコノハズクの餌条件

ダイトウコノハズクが生息するためには，景

観レベルの環境の適合性に加え，好適な餌条件

が満たされる必要がある．北大東島と南大東島

の鳥類相は類似し，留鳥の種数は両島ともに

13種で安定している（姉崎 2012）．在来鳥類群

集としての南大東島と北大東島の唯一の違い

は，北大東島ではダイトウコノハズクが絶滅し，

現在は生息していないことである．移入種を含

めた違いは，北大東島にはキジ Phasianus 

versicolorが人為的に導入され個体群を確立し

ていることである（平成 21年度北大東村ニホ

ンキジ調査業務 2010）．両島にはほぼ同様の鳥

類相が維持され，北大東島にはさらに中型鳥類

であるキジの個体群が存続し続けていることが

注目に値する．これは北大東島の昆虫類，クモ

類，多足類などが，豊富で安定していることを

意味する．

南大東島のダイトウコノハズクの親が雛に与

える餌については，詳細に記述されている

（Takagi and Akatani 2011）．ダイトウコノハズク

の雛の餌の 33 ％をワモンゴキブリ Periplanata 

americana（図 4A） と コ ワ モ ン ゴ キ ブ リ

Periplanata australasiae（図 4B）が占めている．

次いでアシダカグモ類 Heteropoda（図 4C）が

22 ％を占める．雛に与えられる個体数は少な

いが，生物量として大きい割合を占めるのはオ

オムカデ Scolopendra scolopendra（図 4E）とヤ

モリ類である．北大東島にもホオグヤモリ

Hemidactylus frenatus と オ ガ サ ワ ラ ヤ モ リ

Lepidodactylus lugubris が多く生息しており

（Yamashiro et al. 2000），繁殖期に重要な餌と

なっていると考えられる．

ワモンゴキブリの個体数はそれぞれの島内の

環境とコース長の影響は見られず，北大東島（平

均 0.7個体，範囲 0-4個体）と南大東島（平均 0.4

個体，範囲 0-3個体）の間に有意な差は検出さ

れなかった．すなわちワモンゴキブリの個体数

は北大東島と南大東島に異ならない．コワモン

ゴキブリの個体数も，それぞれの島内の環境と

コース長の影響は見られなかった．しかし，島

レベルの比較では，北大東島（平均 2.2個体，

範囲 1-7個体）は，南大東島（平均 0.9個体，

範囲 0-2個体）よりも有意に多い結果が得られ

た．すなわち北大東島のコワモンゴキブリの個

体数は，南大東島よりも多い．アシダカグモ類

の個体数も，それぞれの島内の環境とコース長

の影響は見られなかった．しかし，島レベルの

比較では，南大東島（平均 5.1個体，範囲 0-16

個体）は，北大東島（平均 1.4個体，範囲 0-6

個体）よりも有意に多い結果が得られた．すな
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わち南大東島のアシダカグモ類の個体数は，北

大東島よりも多い．

ゴキブリ類とアシダカグモ類の個体数を合わ

せて島間で比較した．その結果，島の違いに優

位な効果は検出されず（表 1），北大東島と南

大東島の個体数は異ならないことがわかった．

加えて，ゴキブリ類とアシダカグモ類の個体数

調査の際に路上で確認できたダイトウコノハズ

クの潜在的餌資源として重要なオオムカデ 2個

体，フタホシコウロギ Gryllus bimaculatus（図

4D）10個体を確認した．南大東島ではフタホ

シコウロギ 6個体を確認したが，オオムカデは

確認されなかった．

Ⅳ．結論

北大東島にはダイトウコノハズクを 49つが

い収容させることが可能であり，冬季にも個体

群を消滅させることなく維持可能であると判断

された．
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Reintroduction plan of the endemic subspecies Daito scops owl  
Otus elegans interpositus on Kita-daito Island

TAKAGI Masaoki and SAWADA Akira

The final aim of this study is to reestablish population of the endemic subspecies Daito Scops Owls on Kita-daito 
Island, where the owls exterminated 30-40 years ago, and to diversify the risk of their extinction on Minami-daito 
Island. We aim to gather fundamental information about carrying capacity of owls on Kita-daito Island. We currently 
confirmed by using playback of hooting that Daito scops owls do not inhabit on Kita-daito Island. We described 
three significant distribution patterns of territories on Minami-daito Island, high-density area of territories, area that 
owls do not depend on a relatively forest, and area that nest boxes attract breeding pairs. According to those 
information, aerial photographs, and field surveys on Kita-daito Island, we examined suitable habitats for their 
breeding, and estimated the possible number of owlsʼ breeding territories. In addition, we compared the number of 
main foods of the owls, cockroaches and huntsman spiders during a winter season between Kita-daito and Minami-
daito Islands. It is possible that 49 breeding pairs settle on Kita-daito Island. The number of main cockroaches and 
spiders did not differ between two islands. It is inferred that owls can overwinter on Kita-daito Island, and so 
maintain their population. 

Keywords: diversification of risks for extinction, endemic subspecies, extinction, Minami-daito Island, oceanic 
island, Ryukyu scops owl
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