
Ⅰ．はじめに

八丈小島（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）は，国

内外来種であるイタチや野ネコが生息しない

島，またヘビがいない島として伊豆諸島の典型

的な生態系が残された唯一の島である．

しかし，昭和 44年全島民が離島する際，島

に残されたノヤギが増加したため，植生被害が

顕在化した．そこで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

は回復したが，駆除後の生態学的調査は実施さ

れていなかった．

そこで，この貴重な八丈小島を保全し活用に
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八丈小島は外来種であるイタチや野ネコがいない島として，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年全島民が離島の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．そこで，この
貴重な八丈小島を保全し活用に資するために 2018年より調査を実施し，2019年には陸産貝類，昆虫類を
追加して実施した．
植物においては，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はじめ

て確認され，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，形態や行動に他の伊豆諸島と異なる特徴が見られた．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，2018年 -2019年
26個体が巣立ち，同種の繁殖北限地の繁殖成功率も向上した．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が観察されたほか，準絶滅危惧種のカラスバトも高密度で生息していること
が確認され，本島が伊豆諸島において貴重な生態系を有することが示唆された．陸産貝類と昆虫類につ
いては，調査を始めたばかりであり十分な結果は得られていないが，陸産貝類では，外来種の多い八丈
本島に比べ在来種が多いことが確認された．
以上のように，八丈小島が伊豆諸島において貴重な生態系を有することが示唆されたと同時に，今後

の継続的なモニタリングの必要性が示唆された．
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資するために，2018年より植生，希少植物，

オカダトカゲ，鳥類を対象とした調査を実施し

た．2019年はこれらを継続しつつ，さらに陸

産貝類，昆虫類を追加した調査を実施した．

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の

把握．

2. 方法

2019年 7月にノヤギ駆除開始前の 2000年に

調査を行った 11地点において植生調査を行っ

た．2018年は森林群落を主体に調査を実施し

たため，2019年は主に海岸植物群落を対象と

した（10地点）．調査地点は GPSデータと地

図データにより確認した．

3. 結果と考察

海岸植生の優占種について見てみると，駆除

前はイソヤマテンツキやギョウギシバが優占し

ていたが，駆除後はイソギクが優占していた．

駆除後に新たに出現した種はイソギク，ハチ

ジョウススキ，ボタンボウフウ，オニヤブソテ

ツなどであり，優占する場合もあった．一方，

減少した種は，イガガヤツリ，ギョウギシバ，

タイトゴメ，ハマエノコロなどであった．この

変化は，ノヤギ駆除によって，伊豆諸島本来の

海岸植生であるイソギク－ハチジョウススキ群

集に回復したことを示している（図 1参照）．

昨年度の調査結果を含めると，ノヤギ駆除に

よって，森林では林床植生の回復，山腹の二次

草原では低木林への回復，海岸草原では種組成

の回復が認められた．さらに，ハチジョウツレ

サギをはじめとする絶滅危惧種が新たに確認さ

れた．以上のように，植生については，ノヤギ

駆除の高い効果が確認された．一方，山腹の二

次草原などでは，メダケ（キボウシノの可能性

もある）の増加が著しく，種組成の単純化を通

じて希少植物の減少を招く可能性が懸念され
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図 1　ノヤギ駆除前後の海岸植生の比較

地点 35 32 33 34 19 20 45 46 47 35 32 33 34 19 20 45 46 47
駆除後に減少した種

イガガヤツリ 2 1 ＋ 1 + ＋ ＋ ＋ ＋
タイトゴメ 1 2 1 + 3 1
ギョウギシバ 4 3 3 5
ハマエノコロ ＋ 1 ＋ +

駆除後に増加した種
イソギク 4 5 5 3 2 2 3 1
ハチジョウススキ 3 4 4 5
ボタンボウフウ 2 1 1 ＋
オニヤブソテツ ＋ ＋ ＋

イソヤマテンツキ + + 4 4 ＋ + 1 ＋ ＋ 2
カタバミ ＋ ＋ 1 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
ハマツメクサ ＋ ＋ 1 1 + ＋ ＋ ＋
ツボクサ 2 1 3 ＋ + ＋
ハマボッス 1 + ＋ + ＋
ソナレムグラ ＋ + ＋
チガヤ 1 ＋
ハマスゲ ＋ 3
メヒシバ 1 3
アツバスミレ 1 ＋
ツルナ ＋ +
ヒゲスゲ 2 +
ハマヒルガオ + +
メヒシバ 1 ＋
ワダン ＋ ＋
シバ 2
ヤマカモジグサ +
ハマオモト +
チカラシバ 1
ハマスゲ 1
ヘクソカズラ ＋
イネ科sp.. ＋

図　　　ノヤギ駆除前とノヤギ駆除後の海岸植生の比較

駆除前（2000） 駆除後（2019）



た．今後は，絶滅危惧種を含む希少植物の生育

実態の把握とモニタリング，適正な植生管理の

検討が必要である．

Ⅲ．陸産貝類生息状況

1. 目的

八丈島は伊豆諸島の最も南部に位置してお

り，その陸産貝類相は日本本土由来のものだけ

でなく，南西諸島北部に由来する種や，小笠原

諸島に類縁を持つ種が混ざり合って構成されて

いる．しかしながら，八丈本島では既に外来種

が確認種数の約半数を占めるまでになってお

り，在来種の種構成や生息分布状況の変化が深

刻な問題となっている．八丈小島においても，

同様のことが懸念されるが，現状の生息状況は

整理されていない．今回の調査では，八丈小島

の陸産貝類の現状を把握し，今後のモニタリン

グのための基礎情報を収集することを目的とし

た．

2. 方法

2019年 7月に採集調査を実施した．調査方

法は，目視観察のほか，リターや表層の土から

0.5 mm程度の目のふるいを使用して微小種を

抽出した．

3. 結果と考察

14科 20種が確認された．このうちの 12種（パ

ツラマイマイ，トウガタノミガイ，ノミガイ，

ヤマボタル，スナガイ，ナカダコギセル，ヒロ

クチコギセル，トライオンギセル，ハチジョウ

ノミギセル，ハチジョウキビ，ツバキカドマイ

マイ，オナジマイマイモドキ［タメトモマイマ

イ伊豆諸島個体群として］）は環境省あるいは

東京都の絶滅危惧種であった．

特筆すべき点は，八丈島と小島で貝類相にか

なりの違いが見られることで，八丈島では外来

種が極めて多く，中には在来種とほぼ置き換

わってしまったものもある一方，小島では明ら

かな外来種と思われるものはチャコウラナメク

ジとコハクガイのみ（可能性があるものとして

ヒメコハク）で，在来種が多く残存することが

挙げられる．また，ノミガイ類など微小種の密

度が高いことも特徴としてあげられる．

今回は鳥打・宇津木の両側にて調査を行った

が，全体としては貝類相に大きな差は認められ

なかった．林内（集落跡を含む）においてはど

ちらの地区も出現種はほぼ同じであり，比較的

貝類の密度が高かった一方，海岸近くの草地で

は密度に大きな差が見られた．鳥打側の海岸植

生にはノミガイ類を中心に微小種が多く棲息し

ていたが，宇津木側では貝類の個体数は極めて
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図 2　ノヤギ駆除が実施されていた 2006年の海岸植生（チガ

ヤ群落やイガガヤツリ群落）

図 3　植生が回復しつつある 2019年の海岸植生（ハチジョウ

スキーイソギク群落）



少なかった．

調査の難しい微小種を除き，今回確認された

種類のうち，特に八丈小島で重要な種としてツ

バキカドマイマイやオナジマイマイモドキ（現

在はタメトモマイマイの八丈個体群という扱

い）を挙げることができる．特に後者はタメト

モマイマイの中でも著しく小型化した個体群で

あるが，八丈本島ではサイズの近いオナジマイ

マイに完全に置き換わってしまい，おそらく小

島にしか残っていないものと考えられる．小島

では比較的個体数は多いものの，ネズミに捕食

されたとおぼしき破損した死殻も多数確認さ

れ，影響が懸念される．

一方，ナカダコギセル（コダマコギセル）は

個体数こそ少ないものの，2011年と同じ場所

で個体群が確認できており，貴重な安定した生

息地と考えられる．

また，今回，確認できなかった種のうち以下

の 3種は，八丈島の特徴的な種であると同時に，

今後保全の検討が必要な種類である．

ハチジョウキセルモドキ：近年の調査で全く

生貝が確認されておらず，現状が不明である．

ハチジョウナタネ：ハチジョウキセルモドキ

同様，近年の確認がなく状況が不明である．

ハチジョウキバサナギ：2011年の調査では

普通に見られていた種であるが，2019年，

2017年の調査では確認されていない．微小な

ため見つけられていないだけの可能性もある

が，2011年には確実に棲息していたポイント

でも発見できておらず，現状の確認が必要であ

る．

Ⅳ．昆虫類生息状況

1. 目的

ノヤギ駆除により，八丈小島の植生は変化し，

それに伴い昆虫類相も変化したと考えられえる

が，これまで昆虫相の生息状況は把握されてい

ない．また，八丈本島において，外来種の侵入

による昆虫相への影響が懸念されている．そこ

で，八丈小島の昆虫相，外来種の生息状況の把

握を目的とした．

2. 方法

調査は，2019年 5月 31日，6月 1日，8月

31日～ 9月 2日に実施した．調査方法は，任

意採集及び目視観察の他，ライトトラップによ

る夜間採集を実施した．なお，ベイトトラップ

を設置したが，全てベイトの抜き取り被害に

あった．痕跡からネズミ類によると考えらえた．

3. 結果と考察

12目 72科 173種の昆虫類が記録された．
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図 4　ツバキカドマイマイ　絶滅危惧 II類（VU）

図 5　ナカダコギセル　絶滅危惧 I類（CR+EN）．中央の個体．

左上のやや大きい個体はヒロクチコギセル．



調査は，天候等により限られた条件で実施し

ており，昆虫類はこれ以上に生息すると考えら

れる．

海岸植生群落では，磯に近い草丈の低い環境

で，マダラバッタやイソカネタタキ，ホシササ

キリが，草丈のやや高い環境でショウリョウ

バッタモドキ，ツチイナゴなどのバッタ類やア

カアシホソナガカメムシ，ツマグロホソナガカ

メムシなどのカメムシ類などがよく記録され

た．

集落跡地周辺の林縁部では，クサヒバリ，ヤ

マトフキバッタ，アカマツムシモドキ（東京都

の「NT」準絶滅危惧），サトクダマキモドキ，

ハチジョウトガリナナフシ，ドイカミキリ，ハ

チジョウウスアヤカミキリなどの他に，八丈本

島において生態系への影響が懸念されている

リュウキュウツヤハナムグリやアオウドウガネ

が確認された．集落跡地の明るい林縁環境で実

施したライトトラップではアオドウガネが多く

確認された．林内のライトトラップではヤマト

アオドウガネも確認されたが個体数は少なかっ

た．また，樹林内のライトトラップではオナガ

ミズアオ（東京都の「NT」準絶滅危惧）が確

認された他，クロシデムシが確認された．クロ

シデムシは三宅島では記録されているが，八丈

島では未記録の種である．

昆虫相は，樹林環境や草地環境などの微細な

環境変化に沿って生息する種類が異なり，指標

性の高い種類も多い．今後は，環境の指標性の

高い種，着目すべき種などを整理し，継続的に

モニタリングを行うことが必要と考えられる．

また，八丈本島における未記載種の確認などか

ら，本島との差異についても今後整理する必要

がある．また，調査時のネズミ類による被害か

ら，ネズミ類による生態系への影響についても

懸念されると考えられる．

Ⅴ．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．本年度は，

ノヤギ駆除後の食性の変化やクロアシアホウド

リの営巣地拡大などの環境変化がオカダトカゲ

の生息状況にどのような影響を与えているの

か，八丈小島のオカダトカゲが他の島々のオカ

ダトカゲと比べてどのような形態学的，行動学

的特性を備えているのか，を明らかにするため

の調査を行った．

2. 方法

2019 年 4 月 13 日，6 月 17 日，6 月 18 日に

島に渡り，旧宇津木集落及び鳥打集落跡地で，

海岸の船着き場から小学校跡地にいたる 4つの

環境タイプ（海岸平野，灌木林，住居跡地，林

内 2か所）で，5-10分を単位とするセンサス

を行った．センサスと共に，ミルワームを餌に

用いて釣りによる捕獲を行い，体温測定をおこ

98

図 6　オカダトカゲ



なった．比較した個体は全て，形態（頭胴長，

尾長，後肢長，色彩パタン）を記録し，捕獲地

点に離島前に，放逐した．

3. 結果と考察

1）環境ごとの生息状況

センサスは 4月 13日に実施した．トカゲは，

晴れて気温が上昇した 10時半以降に出現した．

表 1にセンサス結果を示す．相対密度は一時間

当たりの確認個体数に換算した値である．オカ

ダトカゲの生息密度は，ヘビやイタチが生息し

ていない島々で非常に高く維持されていた．八

丈小島は現在もそうした特徴を確認できるほぼ

唯一の島嶼であることを確認できた．

2）形態的特徴

今年度の調査では，生息密度が依然として高

く維持されていることを確認するとともに，ヘ

ビやイタチの捕食圧から解放されている八丈小

島ならではの形態的特徴を明らかにするための

調査を行い，シマヘビの高い捕食圧にさらされ

ている神津島や御蔵島，在来のイタチが生息す

る大島のオカダトカゲ集団と比較した．

その結果，神津島や御蔵島と比較し，後肢長

や尾が短く（図 7， 8参照），走行速度も遅くなっ

ていること（未発表データ）が判明した．こう

した特徴は，捕食圧の少ない島嶼環境で捕食回

避への投資を節約し，種内競争で優位になると

いう適応的特徴と理解できた．

しかし，ひとたびイタチのような捕食者が持

ち込まれると，個体群が激減するリスクが高く，

改めて八丈小島をイタチ・ヘビのいない島とし

保全することの意義を確認した．
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図 7　オカダトカゲの相対尾長の地理的変異

表 1　八丈小島の鳥打集落におけるオカダトカゲの相対密度

環境タイプ センサス時刻 相対密度（N/hr）

　海岸植物群落 10:55-11:20 幼体２ 4.8

　ネザサ灌木林　 11:27-11:34 幼体６、 ２才５、 成熟雄７、 154.3

11:38-11:45 幼体16、 ２才４、 成熟雄18、 成熟雌２ 342.9

　石垣のある住居跡地 11:48-11:56 幼体３、 ２才３、 成熟雄６、 90.0

　林内 12:00-12:05 幼体１、 ２才２、 成熟雄４、 成熟雌２ 120.0

12:08-12:20 幼体２、 ２才１、 成熟雄４、 35.0

12:22-12:27 幼体２、 成熟雄４、 成熟雌６ 144.0

センサス結果



Ⅵ．鳥類

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及びその他の鳥類

の生息状況を把握する．

2. 方法

2018年 11月～ 2019年 8月の間，各月 1回

以上，目視による生息状況を記録した．

3. 結果と考察

1）クロアシアホウドリ生息状況調査

2013年春以降，繁殖期に八丈小島に飛来す

るクロアシアホウドリの最大飛来数は，2015

年までは減少傾向を示したが，その後 2019年

には 100個体を記録し増加傾向を示した（図 9）．

巣立ちひなは，2017年に初めて 2個体を記録し，

2019年には 26個体に増加した．この間，繁殖

成功率も 25.0 ％（2017年），58.3 %（2018年），

76.5 %（2019年）と上昇した．

クロアシアホウドリの飛来地は八丈小島北側

の鳥打地区で，営巣地は主に海岸植生を利用し

ている．この営巣地に自動撮影装置を設置し，

繁殖行動を観察したところ，渡島した来訪者が

営巣地の近くで撮影された後，巣の親鳥が撮影

されなくなった．状況から来訪者の影響により，

巣が放棄されたと考えられた．

2）その他鳥類の生息状況

その他の鳥類として，八丈小島の周辺を飛翔

するアホウドリ，コアホウドリが観察されたほ

か，八丈小島に隣接する岩礁で，カンムリウミ

スズメの営巣を確認した．

八丈小島では，カラスバトが多く生息し，営

巣も複数個所で観察された．夜間調査では，鳥

打地区でアオバズクが確認された他，オオミズ

ナギドリの新たな営巣地も確認された．

八丈小島は，クロアシアホウドリやカラスバ

トなどの希少な鳥類が，時期によってよく観察

できることから，今後来訪しバードウォッチン

グなどを望む声も多くなると予想される．しか

し，人為的な影響によるクロアシアホウドリの

営巣放棄があったと考えられることから，八丈

小島の貴重な生態系を保全するための，体制づ

くりやルールづくりが必要であると同時に，直

近においても来島者へのさらなる啓蒙，周知が

必要と考えられる．

Ⅶ．まとめ

ノ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，2018年か

らの 2年間の調査によって以下のような点が明
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図 8　オカダトカゲの相対後肢長の地理的変異

図 9　クロアシアホウドリの年別最大飛来数及び繁殖状況
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Max. no. of
individuals

産卵数
No.of
eggs laid

ふ化数
No. of
hatchilings

巣立ちひな
数
No. of
fledgelings

2012/13 30 0 0 0
2013/14 20 2 0 0
2014/15 12 0 0 0
2015/16 17 1 0 0
2016/17 35 8 3 2
2017/18 62 12 7 7
2018/19 100 34 26 26
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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．海岸植生

は，顕著な回復が見られた．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．

昆虫類では，草地環境や集落周辺の樹林環境

における昆虫相を把握し，今後のモニタリング

のための基礎資料を得ることができた．また外

来種の侵入状況についても情報を得ることがで

きた．

陸産貝類では，多くの絶滅危惧種が確認され，

八丈本島との差異も把握され，在来種が多く生

息する貴重な場所であることが確認できた．し

かし，近年確認されていない希少な種類もあり，

今後の継続的なモニタリングの必要性が挙げら

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．またヘビ類などによる捕食圧

が低い八丈小島では，他の伊豆諸島の個体と形

態的な差異，行動の差異が確認された．

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，2018-2019年

には 26個体が巣立ち，同種の繁殖北限地の繁

殖成功率も向上した．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も高密度で生

息していることが確認された．2017年に確認

されたオオミズナギドリの繁殖も，2019年に

新たな営巣地が確認され複数の営巣地が判明し

た．また周辺海域では，アホウドリ，コアホウ

ドリの飛翔，カンムリウミスズメの隣接する岩

礁における営巣なども観察されており，今後こ

れらの鳥の繁殖地にな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．

今後の課題

・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, MORI Yuka, KAMEDA Yuichi  

and ITO Haruyasu

Hachijo-kojima is an island, where no weasels and cats were introduced, and the unique food webs of the Izu 
Islands remain. After all the islanders left in 1969, abandoned goats had drastically increased in number and had 
damaged on the native vegetation. We 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. The native vegetation has 
seemed to be recovered, yet the ecological survey has not been conducted. We have conducted plant and animal 
survey starting from 2018 in order to contribute to the conservation and management of the unique island 
ecosystems. In 2019, land shellfish and insects surveys were added. From the survey, rare plant species such as 
Okuboʼs orchid (Platanthera okuboi), Kakiran (Epipactis thunbergii), and Oshima Shusuran (Goodyera hachijoensis 
f. izuohsimensis) were found for the first time since the goat extermination. The Okada's five-lined skink, nearly 
endemic reptiles of the Izu Islands, has occurred in higher density than on the other islands. The skink possesses 
different form and behavior compared to the same species of the other islands. The black-footed albatross 
(Phoebastria nigripes), the near threatened birds species, had landed on the island in 2013. Its breeding activity had 
been monitored. In the breeding season of 2016-2017, 2 young were recorded. The breeding success rate has 
improved from 2016-2017 (7 young in 2017-2018 and 26 young in 2018-2019). Other rare bird species were also 
found such as Ijimaʼs willow warblers (Phylloscopus ijimae), Seven Island thrushes (Turdus celaenops), Styanʼs 
grasshopper warblers (Locustella pleskei), and Japanese wood pigeons (Columba janthina). The Japanese wood 
pigeon, quite common on this island, is the representative bird species of the Izu Islands.The surveys on the land 
snails and insects have just started. No much information has been gathered, but many endangered land snail species 
have been recorded. These snails are native to Hachijo-kojima Island, where many alien snails are found in Hachijo 
Main Island. These results suggest that Hachijo-kojima Island has kept unique ecosystems of the Izu Islands. It is 
suggested that further continuous monitoring is needed.

Keywords: black-footed albatross, conservation and management, introduced species, Izu Islands, original 
ecosystem, uninhabited island
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