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要旨
2019 年 6 月に実施された北硫黄島の学術調査において、初の本格的な土壌動物調査を行
なった。ハンドソーティング法とツルグレン法を用いた調査を行い、これまでに少なくと
も 7 綱 20 目 24 科 38 種が確認されているが、このうちの多くの分類群の分類学的検討は
これからである。種レベルで見ると既往の調査があった昆虫綱の一部を除き、すべてが同
島初記録であり、ほとんどが火山列島初記録である。目レベルではヒメヤスデ目、ジヤス
デ目、オビヤスデ目、端脚（ヨコエビ）目は火山列島からの初記録となる。南硫黄島と比
較すると、等脚（ワラジムシ）目及び端脚目を含む甲殻綱や倍脚（ヤスデ）綱が比較的優
占することが特徴的である。
キーワード
海洋島、節足動物、ツルグレン法、ハンドソーティング法
１. はじめに
これまでに北硫黄島において、土壌動物の調査は皆無であった。同島は原生自然環境保
全地域である南硫黄島と同様に無人島で、高標高地には雲霧林が存在し、湿潤な環境を好
む在来種が存在することが期待される一方で、戦前には集落があり農耕が行われていたこ
とから外来種の存在も予測された。今回の調査では本島における大型土壌動物の種組成と
群集構造を調査し、その特性を明らかにすることを目的に調査を行った。なお、現在、分
類群ごとのソーティングと計数が終了した段階であり、それぞれの分類群についての種同
定を含む分類学的な精査はこれからであるため、本報告は予報と位置づけ、大型土壌動物
群集の特徴の概要を述べる。
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２．材料と方法
調査は 2019 年 6 月 18 日～23 日の間に実施した。調査は現地でのハンドソーティング
法と、土壌を父島に持ち帰りツルグレン装置を用いて抽出する方法で実施した。
２－１．ハンドソーティング（定量的把握）
およそ 30m×30m の範囲において、約 7mm のスリットの入った水切りかご（30cm×
20cm×10cm 程度）を用いて、A0 層のうち主に落葉層（L 層）をふるい、目視にて大型土
壌動物（主な対象は節足動物）の見つけ採りを行った。採取には吸虫管を主に使用した。
30m×30m の範囲内で調査ポイントが重複しないように数ヶ所を任意に選択し、15 分間の
調査を 3 回繰り返した（1 回目を A、2 回目を B、3 回目を C とした）
。なお、調査範囲内
での調査ポイントの選択の時間は 15 分間に含めていない。
今回の調査中は、雨が断続的に降り、地面が濡れている状態が続いていたために、定量
的な調査は、St. 2 の 1 地点でのみしか実施できなかった（図 1）
。
２－２．ツルグレン法（定性及び定量的把握）
各調査地点において約 2ℓの土壌を土嚢袋にいれて父島に持ち帰り、ツルグレン装置を
用いて土壌動物を抽出した。また、St. 2 では定量的な調査として、現地でシフター（円形・
直径 30cm 六本脚）を用い、1m×1m のコドラ―トを 5 つ設定し、それらの A0 層のうち主
に落葉層（L 層）をふるい、土嚢袋で土壌を父島に持ち帰り、ツルグレン装置を用いて土
壌動物を抽出した。ツルグレン装置での抽出は父島の室内で行った。ツルグレン装置の使
用にあたっては、土壌動物の逸出を避けるため、室内において、ツルグレン装置の周りを
粘着シートで張り巡らせた上で、換気口、コンセント口、出入口の隙間すべてを養生テー
プで目張りして、抽出を行った（加賀、2020）
。
各調査地点は以下の通り（図 1）
。
St. 1 石野村
St. 2 標高 130m 地点
St. 3 ビロウ平
St. 4 標高 500m 地点
St. 5 核心部上方
St. 6 三万坪
St. 7 榊ヶ峰周辺（尾根部）
St. 8 榊ヶ峰周辺（谷部）

N 25.43668
N 25.43687
N 25.43882
N 25.43764
N 25.43666
N 25.42958
N 25.42948
N 25.42835

E 141.29248
E 141.29001
E 141.28329
E 141.28238
E 141.28145
E 141.28304
E 141.28221
E 141.28137

標高
標高
標高
標高
標高
標高
標高
標高

30m
130m
455m
490m
580m
675m
730m
745m

上記の他、任意の場所でハンドソーティングや石起こし等による土壌動物相把握のため
の採集調査を実施した。
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２－３．仕分け（ソーティング）及び同定分析
ハンドソーティング法で採集された資料は約 80％のエタノール入り遠沈管チューブに、
ツルグレンで抽出された資料は約 80％のエタノール入り広口瓶に保管し、これらを実験室
内で双眼実体顕微鏡を利用して、資料を分類群ごとに仕分け、計数を行った。なお、標本
は、ふじのくに地球環境史ミュージアムにて保管している。
３．結果および考察
調査の結果、現在までに少なくとも 7 綱 20 目 24 科 38 種の大型土壌動物が確認された
（表 1）
。このうちの多くの分類群の分類学的検討はこれからである。種レベルで見ると既
往の調査があった昆虫綱のオガサワラゴキブリ（オガサワラゴキブリ科）
、モンセマルヒラ
タムシ（ホソヒラタムシ科）の 2 種を除いて初記録であり、その中のほとんどが火山列島
初記録である（苅部ほか、2004; 森ほか、2018; 苅部ほか、2020）
。硫黄島からは大型土壌
動物の記録が見当たらないが、南硫黄島からは 5 綱 15 目 25 科 57 種が確認されている（岸
本ほか、2018）
。このうちヒメヤスデ目、ジヤスデ目、オビヤスデ目、端脚（ヨコエビ）目
は、南硫黄島からの確認がなく、目レベルで火山列島からの初記録となる。種レベルでの
南硫黄島との比較は今後の検討が必要であるが、少なくとも属レベル以下で南硫黄島との
共通の可能性が高いものは、フサヤスデ目の一種、イシムカデ目の一種、トゲモリワラジ
ムシ属の一種 Burmoniscus sp.、コヒゲジロハサミムシ Eoborellia annulipes、オオウロコアリ
Strumigenys solifontis、ケブカアメイロアリ Nylanderia amia が挙げられる程度で、それ以外
は今回の調査ではじめて火山列島から記録されるものとなる。
南硫黄島との土壌動物群集の比較ではまず、等脚（ワラジムシ）目、端脚目といった陸
生甲殻類の優占が挙げられる。今回の確認個体数をすべて集計した割合では、目別に多い
順から①等脚目（54.3%）
、②端脚目（26.6%）
、③双翅（ハエ）目（5.7%）
、④オビヤスデ目
（4.9%）
、⑤ジヤスデ目（2.6%）と続いている（ヤスデ綱全体では 7.8%になる）
。南硫黄島
での目レベルの割合は、クモ目とフサヤスデ目が多かったことが示されているが、端脚目
は不在で、等脚目はわずか全体の 0.5%を占めるのみであった。今回の調査ではハンドソー
ティングでの定量調査が不十分であるため、厳密に南硫黄島と比較することは困難である
（1978）
が、
それでも陸生甲殻類の卓越は南硫黄島に見られない大きな特徴である。
青木・原田
で指摘されているようにかつての小笠原群島父島・母島では陸生甲殻類が優占することが
特徴とされており、そうした点でいうと北硫黄島の大型土壌動物の群集構成は南硫黄島と
は異なり、小笠原群島により似ているということができるだろう。
南硫黄島で確認されているものの、今回の調査で確認できなかったものとしては、サワ
ダムシ属？の一種 Orientozomus ? sp. 、ミズムシ属の一種 Asellus sp.、シマツチケシハネカ
クシ Dictyon insulicola やコケムシ亜科の一種などのハネカクシ科の複数種、Derolathrus
atomus と見られるヤコブソンムシ科の一種、ヒメマキムシ科の一種 Mumfordia ? sp.などが
挙げられる。こうした種が不在であるかどうかは、今後の十分な調査を待ちたい。また今
回の調査において土壌動物調査地点以外で確認されているクロズホナシゴミムシ Perigona
nigriceps、ムクゲキノコムシ科の一種 Ptinella sp.などの土壌性の甲虫類もある（苅部ほか、
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2020）
。また、フサヤスデ目は南硫黄島では優占していたものの、今回本島ではわずかしか
確認できなかった。フサヤスデについては土壌が加湿な状況の際には樹上や岩石等に上が
る行動が観察されるため、今回の土壌調査では確認できなかった可能性もある。このよう
なことからも、今回の調査では、雨の多い天候により、十分に土壌動物相や群集の特性を
議論するに足る十分な情報が得られていないが、火山列島の初記録の多くの種の確認をは
じめ、陸生甲殻類が優占するという特徴を有していることが判明したことについては大き
な進展である。今後は今回得られたサンプルの分類学的な検討を進めるとともに、追加調
査の実施により、詳細な本島の特性が解明されることを期待したい。
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図 1. 調査地の地図
○は調査地点、黒線は踏査ルート。
Figure 1. Map of survey area
○: survey point, Black line: survey route.
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表 1．大型土壌動物調査結果
Table 1. Taxonomic list of macro soil fauna found in this survey
��Order
��Family
���scientific name
����� Pseudoscorpiones

����� �����

���Japanese name

�����
0�

����� ����� ����� ����� ����� ����� ���

���� Family indet.
Gen. & sp. indet.

���������

�

���������

�

��� Araneae
�������
Scytodes thoracica

���

�������
Heteropoda venatoria

������

���

������
Gen. & sp. indet.

����������

�

���

�����������

�

���

�

�������
Gen. & sp. indet.
���� Family indet.
Gen. & spp. indet.

������������

�

���

�

����������

�

���

�

�

4

�������Lithobiomorpha
������
Gen. & sp. indet.

�

�

�

�

����� Geophilomorpha
���� Family indet.
�

Gen. & sp. indet.

0�

������ Polyxenida
������
Gen. & sp. indet.

����������

01

�������Julida
���� Family indet.
Gen. & sp. indet.

����������

�

���

�

��

���

��

�

���

�

�

������Polyzoniida
�����
Rhinotus okabei

��������

������
Asiomorpha coarctata

��������

�

�������Polydesmida
���� Family indet.
Gen. & sp. indet.

����������

�

��

���

�

��

�

�

�

�

���

���

�����

���

��

��

��

��

��

�

�

���������� Isopoda
��������
Burmoniscus sp.

��������������

���������
Lucasioides ? sp.

����������������

�

�

������
Porcellonides pruinosus

�������

0�

����������
Spherillo sp.

����������������

���

����

��

��

��

���

�

�

�

���

��

��

��������� Amphipoda
����������
Gen. & sp. indet.

�����������

�

��

����

���������

�

�

���

����� Blattaria
����������
Pycnoscelis surinamensis

98
− 98 −

�

表 1．
（続き）
Table 1. (Continued)
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SUMMARY

Preliminary study on the soil macrofauna of Kita-iwoto Island
Toshio KISHIMOTO1* & Yoshie KAGA2*
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422-8017, Japan.
2. Institute of Boninology, Nishi-Machi, Chichi-jima, Ogasawara, Tokyo 100-2101, Japan.
* tetrabothrus@gmail.com (author for correspondence)
The first soil faunal surbey on the Kita-iwoto Island was carried out by the scientific research team
conducted in June 2019. A survey by the hand-sorting and using Tullgren funnel has been performed,
and at least 38 species of 24 families, 20 orders of 7 classes have been confirmed, but the taxonomic
identification of many of these taxa is future issue. At the species level, except for some insects, all
species are the first records on the island, and most of them are the first records from the Volcanic
Islands. At the order level, Julida, Polyzoniida, Polydesmida and Amphipoda are the first records from
the Volcanic Islands. Compared to Minami-iwoto Island, it is characterized by the dominance of
terrestrial Crustacea and Diplopoda.
Key words
Arthropoda, Hand sorting, Oceanic island, Tullgren funnel
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