
Ⅰ．背景

コウモリ類（コウモリ目）は日本で最も種数

が多い哺乳類目である（Ohdachi et al. 2015）．

世界中で，食虫性のコウモリは昆虫集団の重要

なトップダウン規制者であり，植物食のコウモ

リは送粉者と種子散布者だと言われている

（Kunz et al. 2011）．その中で，日本列島には約

35種類のコウモリが生息し，日本の生態系に

対して重要な役割を任っていると考えられる．

日本には多様な種が存在し，それぞれ生態的

に重要な役割を持っているが，多くの種は絶滅

危惧である．日本の約半分の種は，環境省と

IUCNのレッドリストにより，絶滅危惧（II類/

危急，IB類/絶滅危惧，または IA類/絶滅寸前）

かデータ不足の状態である．森林性コウモリで

は，この割合はより高い．洞窟性コウモリと違っ

て，森林性コウモリは樹木や下層植物をねぐら

として利用している．日本列島は古来から森林

が広がっており，日本にのみ生息している森林

性コウモリも多く存在している．

沖縄には，固有種である森林性コウモリは，

ヤンバルホオヒゲコウモリ Myotis yanbarensis

とリュウキュウテングコウモリ Murina 

ryukyuana，の 2種類が生息する（Maeda and 

Matsumura 1998）．環境省と IUCNにより，分

布が限られて生息環境が悪化しているため，そ

れぞれ絶滅危惧 1A類，1B類である（Maeda 

2008a, b）．両種類は 1997年沖縄島に発見され

（Maeda and Matsumura 1998），徳之島と奄美大

島に生息することが確認されている（前田
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本調査の目的は，沖縄本島に生息するヤンバルホオヒゲコウモリとリュウキュウテングコウモリの保
護に関する生態を解明することであった．2017年秋季から 2018年夏季に計 6回，人工的に作成したコウ
モリのソーシャルコールを音響ルアーとして利用し，捕獲調査を行った．リュウキュウテングコウモリ
に対しては，音響ルアーは捕獲率を上げたが，その有効率は季節によった．ヤンバルホオヒゲコウモリ
の捕獲を，沖縄本島では，22年ぶりに報告した．捕獲に際して音響ルアーを用いたが，その効果は不明
である．さらに，コウモリにとってねぐらは重要な生息地であるため，発信機をコウモリに装着し，ね
ぐらを確認した．リュウキュウテングコウモリは木の葉，シダ類，樹洞を含む様々な種類のねぐらを利
用し，ヤンバルホオヒゲコウモリは主に樹洞を利用している．沖縄本島ではヤンバルホオヒゲコウモリ
はリュウキュウテングコウモリより分布域が限られている可能性がある．これらの対象種の生態情報を
解明，さらに保護計画を策定するためにさらなる研究が必要である．
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2000，前田ら 2002）．リュウキュウテングコウ

モリは葉をねぐらとして利用していることが確

認されている（船越ら 2013，亘・船越 2013）． 

リュウキュウテングコウモリ本種は単独制だ

が，成獣雌と幼獣（亜成獣の個体）は春季から

夏季にかけて母子集団を形成する（船越ら

2016）．ヤンバルホオヒゲコウモリの生態は明

らかになっていないが，近縁種の生態から森林

性コウモリだと考えられていて，奄美大島では，

樹洞をねぐらとして利用することが確認されて

いる（船越ほか 2019）．これ以外に生態情報が

極めて少なく，学術的な研究は不十分である．

このような基本的情報が得られていないため，

対象種を保全するための基本的な対策さえ策

定・実行することが困難な状況である．

絶滅危惧種の保護管理には生態情報は不可欠

であるが，希少な生き物を対象とする調査は困

難である．さらに，小型で夜行性であり，鳴き

声が超音波であるため，人間の耳には聞こえな

いことから，コウモリ類を対象とした研究は困
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図 1　調査地域



難である．そのため，洞窟性コウモリは数百頭

から数万頭の個体が群れるねぐら場所で調査さ

れることが多い．しかし，森林性コウモリ種に

おいては，単独性か数頭でしか群れない種が多

いためにねぐらの発見が難しくい上に，ねぐら

の場所を頻繁に変更するため，ねぐらを調査す

るのが困難である．

鳴音を発生して個体を呼び寄せる機械である

音響ルアーは様々な地域でコウモリの捕獲確率

をあげることが確かめられている．具体的に，

Sussex Autobatという音響ルアーが複数のコウ

モリ族の捕獲確率をあげることがイギリス 

（Hill and Greenaway 2005），オーストラリア（Hill 

et al. 2015），及び日本で確認されている．日本

では，音響ルアーはリュウキュウテングコウモ

リと近縁種であるテングコウモリ Murina 

hilgendorfi と コ テ ン グ コ ウ モ リ Murina 

ussuriensisの捕獲確率を上昇させることが明ら

かとなっている（Hill et al. 2015）．

Ⅱ．調査地域および方法

1. 調査地域

本調査は沖縄県国頭郡国頭村の森林でおこ

なった（図 1）．調査地は，標高が低い（≤ 500メー

トル海抜）ためイタジイ Castanopsis sieboldii

が優先している亜熱帯常緑広葉樹林である．本

地域は「やんばる」と呼ばれる地域の一部分で，

本地域の一部分がやんばる国立公園になってあ

る．対象種以外に洞窟性コウモリの 2種類も調

査地域内に生息する．これはオキナワコキクガ

シラコウモリ Rhinolophus pumilusとリュウキュ

ウユビナガコウモリ Miniopterus fuscusである．

さらに，植物食のクビワオオコウモリも調査地

域に生息する（Ohdachi et al. 2015）．沖縄島は

中琉球の南部にある．固有種が多く存在し，高

多様性をもつ琉球列島の他島とともにやんばる

国立公園は UNESCO世界自然遺産候補地に

なっている（UNESCO 2016）．

2. 捕獲調査と音響ルアー実験

対象種の生息域を確認し，個体に発信器を装

置しねぐらを確認するために，2017年 10月～

2018年 09月の間約 3～ 6週間の調査を 6回行っ

た．コウモリを主にハープトラップ（いであ株

式会社；図 2）とカスミ網を用いて捕獲した．

予備調査で得られた結果により，対象種の捕

獲確率は極めて低かったことで，音響ルアーを

用いて捕獲調査の有効性をあげることを試み

た．録音したコウモリのソーシャルコールを基

にした人工的なソーシャルコールを聴音スピー

カーで発生する Sussex Autobatを利用した．こ

の機械に 8つのソーシャルコールを設定した．

先行研究で有効であったユーラシアに生息する

コウモリのソーシャルコールを基にしたソー
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図 2　音響ルアー（Sussex Autobat）と設置してあるハープト

ラップ



シャルコールを 4つ利用し（Hill et al. 2014，

Hill 私信 .），コテングコウモリとリュウキュウ

テングコウモリのソーシャルコールを基にした

ソーシャルコールを 4つ利用した．リュウキュ

ウテングコウモリのソーシャルコールはやんば

るの森林で録音された（田村・プレブル 私信）．

ハープトラップにコウモリがかかっているか

を 30分ごとに確認し，コウモリが逃げるまた

は怪我をしないようにカスミ網を 15分ごとに

確認した．捕獲した個体ごとに種，性別，体重，

前腕長，及び音響ルアーの有無とどのソーシャ

ルコールを発生していたかを記載した．

3. 追跡調査

ねぐらを確かめるために，小型 VHF発信器 

（Holohil LB-2X, Ontario, Canada）を対象種の捕

獲個体に装着した．肩の間の毛を削ってから，

発信器を非永続的な接着剤で皮膚に接着した．

発信器の重さは両対象種の体重の 6 %以下で

あった．できる限りに発信器の接着時間も含め，

捕獲個体を 1時間以内に逃がした．

八木アンテナ（札幌ハムセンター）と VHF

受信機（ICOM IC-R10）を用いて，追跡個体の

ねぐらを毎日確認した．ねぐら追跡に ʻhoming 

methodʼ （White and Garrott 1990）を利用し，眠っ

ている個体に影響与えないように気をつけた．

目視確認が可能の時，ねぐら場所の特徴を記録

した．目視確認はできなかった時には，ねぐら

場所の位置を三角測量法で測定した．発信器が

体から自然に脱落する，電池が切れる，または

その調査時間がなくなるまで個体を追跡した．

追加に，リュウキュウテングコウモリの行動

範囲を計算するために本種の 5頭を夜間に追跡

した．約 1週間の各夜に，少なくとも 30分ご

とに個体の位置を三角測量法で測定した．それ

から行動範囲は 80 %最外郭法で計算した．ヤ

ンバルホオヒゲコウモリの夜間追跡を試みた

が，起伏が激しいかったので不可能であった．

Ⅲ．結果

調査期間でリュウキュウテングコウモリ 28

頭とヤンバルホオヒゲコウモリ 4頭を捕獲し

た．対象種のそれぞれ 25頭と 2頭が音響ルアー
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図 3　一例のリュウキュウテングコウモリ（左）とヤンバルホオヒゲコウモ

リ（右）のねぐら



有りのハープトラップで捕獲した．冬季（2～

3月）には音響ルアーを利用していたが，リュ

ウキュウテングコウモリ 2頭のみが捕獲され

た．リュウキュウテングコウモリを複数の調査

地点で捕獲した．しかし，ヤンバルホオヒゲコ

ウモリは 2018年 2月に 22年ぶりに捕獲し，捕

獲場所のそばにある後 1カ所のみでしか捕れな

かった．

リュウキュウテングコウモリ 9頭とヤンバル

ホオヒゲコウモリ 3頭に発信器を装着した．放

して追跡したところ，リュウキュウテングコウ

モリの全個体とヤンバルホオヒゲコウモリの 2

頭のねぐらを発見した．

リュウキュウテングコウモリは主に下層植物

の枯葉とシダ類の枯葉をねぐらとして利用して

いたが（図 3），葉と樹洞も利用することが明

らかになった．樹洞を利用したのが 2018年 3

月に追跡した 1個体のみであった．木生シダの

枯葉中の 1例を除くと，ヤンバルホオヒゲコウ

モリの前ねぐらが樹洞であった．

リュウキュウテングコウモリの行動範囲は平

均 0.05 km2のみであり，面積が季節によって

変動はないようであった．ねぐら場所は夜間行

動範囲内で位置していた．起伏が激しくて，推

定できる位置数が非常に少ないため，ヤンバル

ホオヒゲコウモリの夜間行動範囲を計算できな

かった．

Ⅳ．考察

本調査の結果により，ソーシャルコールを音

響ルアーとして利用することは，リュウキュウ

テングコウモリの捕獲確率をあげるのに有効な

方法であることを示す．コウモリを捕獲するの

は個体群モニタリングや追跡調査などの様々な

生態的調査に基礎的なことである．従って，捕

獲調査の有効率をあげることは他の生態的調査

の有効性を増大することである．残念ながら，

ヤンバルホオヒゲコウモリに対する音響ルアー

の効果を確認できず，これを解明するためにさ

らなる研究が必要である．ヤンバルホオヒゲコ

ウモリの行動範囲を計算するのにもさらなる研

究が必要である．リュウキュウテングコウモリ

は離れているねぐら場所から採餌場所まで通勤

する代わりに，狭い行動範囲内に眠るようであ

る．本種は採餌場所の近くに様々なねぐらタイ

プを利用し，遠方の採餌場所まで行かずにエネ

ルギーを節約する．ヤンバルホオヒゲコウモリ

の追跡個体を再確認することが困難であるか

ら，本種の行動範囲はリュウキュウテングコウ

モリより広いと考えられる．

ヤンバルホオヒゲコウモリ前個体はそばにあ

る 2地点のみで捕獲したが，リュウキュウテン

グコウモリは調査地域内の複数の場所で捕獲し

た．データはまだかなり不十分であるが，沖縄

島ではヤンバルホオヒゲコウモリの分布がリュ

ウキュウテングコウモリのより限られている可

能性があると考えられる．ヤンバルホオヒゲコ

ウモリはねぐら場所または採餌場所に関して，

特定の選好を有することが一つの要因だと考え

られる．

Ⅴ．今後の展望

本研究では，沖縄島におけるリュウのねぐら

利用とヤンバルホオヒゲコウモリに対する予備

結果を報告した．しかし，生物保護に関する謎

がまだ多数ある．ねぐら場所の可能性とともに， 

採餌場所の状況もコウモリ類の個体群に関して

重要である．従って，母子集団を確かめること

に集中してねぐら利用行動の研究を継続しなが

ら，DNAバーコーディングで糞サンプルを解

析し，リュウキュウテングコウモリとヤンバル

ホオヒゲコウモリの食性を解明する予定であ

る．
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Ecology and conservation of rare bats: tracking Myotis yanbarensis 
and Murina ryukyuana

PREBLE Jason H., VINCENOT Christian and OHTE Nobuhito

The goal of this survey was to elucidate the conservation-related ecology of Myotis yanbarensis and Murina 
ryukyuana on Okinawa Island. From fall 2017 to summer 2018 we conducted bat capture surveys using synthesized 
social calls as an acoustic lure. Although the acoustic lure increased the catch rate of Murina ryukyuana, the strength 
of this effect differed between seasons. Our capture of Myotis yanbarensis represents the first report of this species 
on Okinawa Island in 22 years. Although the acoustic lure was used, its effectiveness concerning Myotis 
yanbarenesis is unclear. Additionally, we attached VHF transmitters to captured bats in order to confirm roosts, 
critical habitat for bats. Murina ryukyuana roosted in various roost types including leaves, ferns, and tree cavities. 
Myotis yanbarensis used mainly tree cavities. On Okinawa Island, the distribution of Myotis yanbarensis may be 
more restricted than that of Murina ryukyuana. Further research is needed in order to clarify the ecology of these 
species and design conservation management plans.
Keywords: tree-dwelling bats, Okinawa island, radiotracking, acoustic lure, roosting behavior
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