
Ⅰ．はじめに／活動の目的

徳之島では，世界自然遺産登録を見据える中，

在来希少種（アマミノクロウサギ，トクノシマ

トゲネズミなど）がノネコに襲われて絶滅の危

機にさらされており，喫緊の課題となっている．

しかし，その現状を知る島民は少ない．当法人

では，これまで青少年健全育成活動を柱とした

環境教育，自然体験，伝統文化や暮らしの伝承

等の他，環境保全活動や自然保護活動等に取り

組んできたが，自然環境保全活動そのものや島

民の自然に対する意識向上が決して十分ではな

い状況が我々の活動を通じて鮮明になってき

た．今後見込まれる世界自然遺産登録後の島へ

の観光客の増加は，自然破壊に繋がりかねない

ため，島民意識レベルの向上は急務である．そ

こで，在来希少種や島の自然生態系を保全し，

島民の自然環境保護に対する意識を向上させる

ために，希少種生息地のノネコパトロール活動，

在来希少種モニタリング，さらに，地元行政や

島民向けの勉強会等が必要だと考え，専門家の

協力のもと以下第Ⅱ章に記載する講演会や観察

会の開催または開催協力を計画した．

Ⅱ．活動内容

1. 開催協力イベント（図 1）

「島の自然と未来をみんなで考えよう！」

・紙芝居「森のどうぶつたちの緊急会議」とど

うぶつ写真上映会

日時：2018年 7月 6日（金）18：30～ 20：00

内容：紙芝居上演，写真上映，自然保護や環境

問題，世界自然遺産についての質問・相談
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図 1　「徳之島と御蔵島の最新のネコ問題研究から」講演会

（伊仙会場）



・徳之島と御蔵島の最新のネコ問題研究から

1）日時：2018年 7月 7日（土）19：00～ 21：00

内容： 専門家による講演，パネルディスカッ

ション

2）日時：2018年 7月 8日（日）10：00～ 12：30

内容： 専門家による講演，パネルディスカッ

ション

2. 森の生きもの観察会

日時：2018年 8月 7日（火） 9：00～ 15：00

場所：母間－当部林道，伊仙町ほーらい館

講師： 鈴木真理子（鹿児島大学国際島嶼教育研

究センター研究員）

参加者：35名（小中学生 21名，大人 14名）

内容：

・アマミノクロウサギの生態について知る（図

2）

・食痕やフンの痕跡，巣穴などを見つけ，数や

大きさ，色や臭いなどを観察して記録する

・希少動物について，標本や映像などから学ぶ

（図 3）

・希少動物が直面しているノネコ等の問題につ

いて知る

・学んだことを絵や日記等にまとめる

3. 在来希少種モニタリング

材料および方法：在来種モニタリング調査は，

徳之島北部の天城岳を通る山クビリ林道（総延

長約 14 km）にて行った．調査期間は 2017年

10月から 9月までであり，各月 3回以上実施

した．各調査は日没後以降の夜間に開始し，自

家用車にて時速 10 km以下で山クビリ林道を走

行し，動物を目撃した場合は目撃地点，時間，

目撃動物を記録した．なお，調査対象動物は主

に地上徘徊性の動物を対象の中心とし，鳥類に

ついては個体数が多く，見落としの可能性が高

くなるため対象としなかった．各調査時の調査

人数は 1人から 3人であった．また，2018年 6

月 23日以降の調査は，台風 6号の接近に伴い，

林道の 1／ 3程度の地点において崩落により通

行ができなくなってしまったため，調査区間を

林道入口から崩落地点までの約 11,100 mに短

縮した．

結果および考察：全調査期間中の調査回数は

58回，総調査距離は約 777.2 kmであり，目撃

動物はアマミノクロウサギ（目撃回数：542回），

オビトカゲモドキ（90回），トクノシマトゲネ

ズミ（57回），ハブ（11回）など 9種（714回）

であった（表 1）．アマミノクロウサギ，トク

ノシマトゲネズミ，オビトカゲモドキの月別の

調査 1回辺りの目撃回数を図 4に示した．最も

目撃回数の多かったアマミノクロウサギでの調

査 1回辺りの平均目撃回数は 9.34回であり，

最小目撃回数は 2月の 1.33個体，最大目撃回

数は 5月の 26.75回であった．アマミノクロウ

サギの目撃回数は 5月を頂点とした一峰性ある
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図 2　アマミノクロウサギの食痕を探す子どもたち

図 3　希少動物に起こっている現状を知る



いは，5月と 11月を頂点とした二峰性を示す

と推察された．また，オビトカゲモドキについ

ては，7月（12.5回）を頂点とした明瞭な一峰

型を示した．一方，トクノシマトゲネズミは 4

月（4.09回）が最も多く，次いで 10月（1.33回）

であった．これら目撃頻度の季節性は，いずれ

の動物種も繁殖期以降の当歳個体の分散に伴う

ものと推察された．

以上の結果より，アマミノクロウサギは目撃

頻度に季節性は認められるものの，通年を通し

た直接観察が可能であり，本手法を用いたモニ

タリングの有用性は高いと推察された．さらに，

オビトカゲモドキならびにトクノシマトゲネズ

ミについては，実施時期を絞った上で実施する

ことでモニタリングが可能であろうと推察され

た．今後は，本手法による長期的モニタリング

実施する体制を構築し，年変動等を含めた情報

を蓄積し，モニタリング手法としての更なる精

度評価を行っていく必要性がある．

4. ノネコパトロール活動

材料および方法：ノネコパトロール活動は，希

少種が生息する 9ヶ所の林道にて行った．調査

期間は 2018年 2月から 6月の間，調査 1回に

つきに任意の林道を 1-4カ所抽出し，各月 3回

実施した．各調査は日没後以降の夜間に開始し，

自家用車にて時速 10 km以下で林道を走行し，

調査日，調査開始・終了時刻，目撃した動物種，

目撃地点の位置情報，時間を記録した．各調査

時の調査人数は 1人から 3人であった．ノネコ

を発見した場合は，行政より捕獲許可を得た担

当者に即連絡するよう態勢をとった．

結果および考察：全調査期間中の調査回数は

33回，目撃動物はネコ（0回），アマミノクロ

ウサギ（94回），トクノシマトゲネズミ（7回），

ケナガネズミ（3回），アマミヤマシギ（25回），

オビトカゲモドキ（23回）など 12種であった（図

5）．短期間のパトロールにも関わらず，希少種

をはじめとした多くの在来種が確認され，当該

地域が多様性豊かなコアエリアであることを再

認識した．また，今回のパトロールではネコは

確認されなかったが，環境省の事業でアマミノ

クロウサギやケナガネズミ，アマミハナサキガ

エル等を咥えて写るノネコの姿が確認されてい

る．
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図 4　在来種モニタリングの月別の調査一回当たりの目撃回数



Ⅲ．成果

島内での 3回にわたるネコ問題シンポジウム

を通して，島の南部と北部のエリア，幅広い年

齢層，職業も所属もさまざまな島民に広く普及

活動をすることが出来た．身近な生き物である

ネコの最新情報を知り，頷いたり驚いたりする

様子が見られた．また，森の生き物観察会では，

参加したほとんどの児童が初めての体験で，森

に出かける機会が少なく，自然の中で島の希少

野生生物の痕跡や植物に触れ合う活動そのもの

を楽しんでいる姿が印象的だった．さらに，希

少動物が直面しているノネコの問題について最

新の情報も交えて話を聞き，実際にアマミノク

ロウサギがノネコに襲われている映像を見た児

童は驚きを隠せない様子だった．見たことや感

じたことについて家族や近所の方と会話するだ

けでも，島の自然環境に関する島民の意識醸成

や啓発の広がりが期待できる．

在来種モニタリングについては，その有用性

が確認できた．一方で，ノネコパトロールにつ

いては，調査期間中にノネコの発見に至らな

かった．しかし，当該調査期間中にもパトロー

ル実施エリアに於いてノネコの生息情報がもた

らされている．そのため，一時的な接触機会を
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表 1　在来種モニタリングの調査月別の目撃回数ならびに調査距離

図 5　ノネコパトロール時の目撃動物種の総目撃回数



中心とした車輌を用いた本調査手法ではノネコ

の検出効率が低いことと大きく関係している可

能性がある．そのため，車輌調査はノネコ対策

として実施するのではなく，在来種モニタリン

グを主として実施する方が効率性が高いと考え

られる．ノネコ対策については，自動撮影カメ

ラの確認頻度を増やし情報の迅速性を高めると

共に，目撃情報などの情報の集約性を高めるこ

とが一義的に重要であろう．

Ⅳ．最後に

当団体がこれまで取り組んできた自然体験活

動やボランティア清掃等では，同じ顔ぶれの方

の参加が多く，活動の広がりが課題であったが，

今回のシンポジウムや観察会では新たに参加さ

れている方も多く，以前より自然環境に対する

島民の意識が高まりつつあることを実感した．

同時に，環境教育の重要性を痛感し，学校や家

庭におけるこのような機会の要望が増えつつあ

ることも明らかになった．今回の一連の取り組

みを通し，生物多様性豊かな徳之島の森の希少

野生生物を守り保全していくためには，このよ

うな普及啓発活動に継続して取り組むことが重

要であると再認識した．今後も島の豊かな自然

を未来に繋いでいくために，まずは住民自らが

現状と課題を知り，あらゆる活動にともに取り

組めるようなイベント等の企画や活動の活発化

に努めたい．
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