
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り（Ohdachi et al. 2015），

生態系の重要な一員である（Kunz et al. 2011）．

しかし，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）も

しくはデータ不足の状態である．固有種のコウ

モリでは，この割合はより高く，生物保護に関

しての研究は不十分と考えられる（Preble et al. 

forthcoming）．

沖縄島に森林性コウモリであるリュウキュウ

テングコウモリ Murina ryukyuanaとヤンバルホ

オヒゲコウモリ Myotis yanbarensisが 1998年に

新種として記載された（Maeda & Matsumura 

1998）．その後，徳之島と奄美大島に生息する

ことも確認されており（前田 2000，前田ほか

2002），中琉球列島の固有種である．環境省と
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本研究の目標は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生態を解明して，保護計
画につなげることである．そのため，1. VHF追跡調査によってねぐらに重要な生息地を確かめる，2. 自
動録音装置を利用して，国頭村における分布を解明する，3. 遺伝子メタバーコーディング法を用いて各
種の食性を確認することとした．2年間でリュウキュウテングコウモリ 67頭，ヤンバルホオヒゲコウモ
リ 18頭を捕獲し，それぞれ 17頭，6頭を追跡できた．リュウキュウテングコウモリは様々な植物，主に
下層植物の枯葉，をねぐらとして利用した．ヤンバルホオヒゲコウモリは川沿いの樹洞をねぐらとして
強く好むようである．自動録音装置調査からリュウキュウテングコウモリは森林内に広く分布しており，
ヤンバルホオヒゲコウモリはより珍しいため森林内の川沿いでしか確認できなかった．ヤンバルホオヒ
ゲコウモリ生息地要件の解明には更なる研究が必要である．糞解析は全て終えていないが，現時点で，
やんばるに生息する小型コウモリ 4種は多様な節足動物を採餌することが解っている．今後は，「リュウ
キュウテングコウモリは植物や地面の上の節足動物を採餌し，ヤンバルホオヒゲコウモリは川上に飛ん
でいる昆虫を採餌している」という仮説を検証する．重要な生息地である高齢林や川沿いの森林を保全し，
下層植物の除去を避けて，出産・哺育期（特に 4～ 7月）の伐採は避けるべきであると考えられる．
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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 1B類，1A

類に区分される（Maeda 2008a, b）．さらに，

2019年に国内希少野生動植物種と指定された

（環境省 2019）．

コウモリに対しては，ねぐら場所が最も重要

な生息地になる（Kunz & Lumsden 2003）．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（船越ほか

2013，亘と船越 2013）．本種は単独性だが，成

獣雌と幼獣（亜成獣の個体）は春季から夏季に

かけて出産・保育集団を形成する（船越ほか

2016）．ヤンバルホオヒゲコウモリは樹洞をね

ぐらとして利用することが確認されているが，

確認されているねぐら場所はまだ限られている

（船越ほか 2019）．さらに，リュウキュウテン

グコウモリの出産・哺育集団は少数しか確認さ

れておらず，ヤンバルホオヒゲコウモリのは確

認されていない．

また，両種の島内分布と食性は不明である．

超音波用の自動録音装置を用いて，コウモリの

エコーロケションやソーシャルコール（コミュ

ニケーションを取るための鳴音）を録音し，音

の形から種類を識別するのは一般的なコウモリ

調査方法になっている（Barataud 2015）．人手

が少なくても，長期間複数の場所を同時に調査

できることが自動録音装置のメリットである．

コウモリや他の動物の食性を調べるために

は，最近 DNAメタバーコーディングも利用さ

れている（Vesterinen et al. 2016）．この方法は，

より一般的であるコウモリの糞に残る昆虫の硬

い破片を顕微鏡で識別する方法より，いくつか

の利点がある．主には，DNAメタバーコーディ

ングは大量の昆虫学的知識を持っていなくても

利用でき，体が柔らかい昆虫のように消化され

てしまって，観察できない物体でも確認できる．

しかし，独特な短い遺伝子の部分，つまり「バー

コード」，を識別するのには以前に記載された

その領域の昆虫のバーコードライブラリーがす

でに存在する必要がある．

Ⅱ．調査地域及び方法

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．調査地は，標高が低くて（海抜≤ 500 m），

イタジイ Castanopsis sieboldiiが優占している

亜熱帯常緑広葉樹林である．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してい

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

物食のオリイオオコウモリ Pteropus dasymallus 

inopinatusも調査地域に生息する（Ohdachi et al. 

2015）．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. 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（図 1）．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 0.31グラムで両対象

種の体重の 6 %以下であった．できる限り，

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．目視確認が可能の時，

ねぐら場所の特徴と観察個体数を記録した．発

信機は自然に約 1～ 3週間内で落ちて，各追跡

個体を少なくとも 1週間追跡しようとした．

3. 分布調査

国頭村における小コウモリの分布と生息環境
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を確かめるために，超音波に反応する自動録音

装置（Songmeter SM4Bat FS）をランダムに選

択された地点にも非ランダムの地点にも設置し

た．沖縄島国頭村内の 3次メッシュ毎に一つの

ランダムな地点を QGISで選択し，ランダムな

順番で調査を行った．理想的にはランダム地点

の 50 m以内，最遠 100 m以内に，コウモリが

飛びそうな道に，自動録音装置を少なくとも雨

風が吹かない 3夜連続放置した．ランダム地点

では，ヤンバルホオヒゲコウモリの確認率は非

常に少なかったため，非ランダムな地点も調査

し，自動録音装置を各非ランダム地点に少なく

とも雨風が吹かない 1晩放置した．マイクロ

フォンを約 1～ 2 mの高さに設置し，音量が

12 db以上で周波数が 16 kHz以上である音に反

応して録音し始めるように設定した．録音され

たコウモリの鳴音を Kaleidoscope（Wildlife 

Acoustics）を用いて手動で種類に識別した．

4. 食性調査

捕獲個体の体重などを測る前に巾着に入れて

置き，糞を出した場合，糞を 70～ 80 %エタノー

ルで保存した．フィールド調査を行なっている

途中－4 ℃で保存し，フィールドから帰ったら

－20 ℃の冷凍庫に保存した．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場

合はねぐら場所をよく変え，群れを形成しな

かったからねぐらから糞を集められなかった．

しかし，オキナワコキクガシラコウモリとリュ

ウキュウユビナガコウモリの場合には，ねぐら

場所で群の下に一晩ビニールシートを置いて，

次の日に糞サンプルを採集できた．

Qiagen Powerfecal Kitを利用し，遺伝子を糞

から抽出した．抽出した動物の遺伝子はポリメ

ラーゼ連鎖反応で増幅した．次世代シーケンシ
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図 1　追跡調査の流れ．（A）捕獲個体に VHF発信機を装着

し，（B）その後に八木アンテナを利用して発信機の電波を

追跡する．（C）このように毎日昼間ねぐらを，可能な限り，

目視で確認する．



ング（Illumina MiSeq）を利用して遺伝子をシー

ケンシングした．2019年 2月以前に採集され

た糞サンプルをシーケンシングし，解析中であ

る．しかし，2月以降に採集された糞サンプル

はまだ処理されていない．沖縄島では昆虫類の

多くの種類はまだ遺伝子的に調べられていな

い．従って，本調査ではコウモリのある被食者

は目もしくは科のレベルまでしか識別できない

可能性がある．

Ⅲ．結果

1. ねぐら追跡

約 2年間で捕獲したリュウキュウテングコウ

モリ 67個体中の 17個体とヤンバルホオヒゲコ

ウモリ 18個体中の 9個体に発信機を装着した．

捕獲 18個体中の 9個体率を上げるために音響

ルアー（Sussex Autobat, Hill et al. 2014）を用い

た．リュウキュウテングコウモリは全ての個体

のねぐらを追跡できたが，ヤンバルホオヒゲコ

ウモリ 6個体しか追跡できなかった．合計では，

リュウキュウテングコウモリのねぐら場所を

70箇所以上確認し，ヤンバルホオヒゲコウモ

リのねぐら場所を 10箇所確認できた．リュウ

キュウテングコウモリは様々な植物，主に木の

葉，をねぐらとして利用し，ヤンバルホオヒゲ

コウモリは川沿いの樹洞を強く好んでいた（遠

くても川から 5 m以内；図 3）．ヤンバルホオヒ

ゲコウモリの 1個体は 1回ヒカケヘゴ Cyathea 

lepiferaの枯葉をねぐらとして利用した．

出産・保育期に形成される集団ねぐらの場合

も，同様にリュウキュウテングコウモリは様々

な植物ねぐらを利用し，単独ねぐらより集団ね

ぐらは樹洞だった割合が大きかった．ヤンバル

ホオヒゲコウモリの 1個体以上を確認したのは

2箇所のねぐら場所のみで，このねぐらも川沿

いの樹洞だった．両種のコウモリはノグチゲラ

Dendrocopos noguchiiの古巣穴も集団ねぐらと

して利用することを確認できた．単独でも集団

でも，リュウキュウテングコウモリはほぼ毎日

ねぐら場所を変え，ヤンバルホオヒゲコウモリ

はねぐら場所を変えるが，それほど頻繁ではな

かった．

2. 分布

調査地域では両種の森林性コウモリは，洞窟

性コウモリであるオキナワコキクガシラコウモ

リとリュウキュウユビナガコウモリより狭く分

布していた．森林内の地点ではリュウキュウテ

ングコウモリは広く分布していたが，森林外で
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図 2　自動録音装置を用いて録音した（A）リュウキュウテングコウモリのエコーロケーションとソーシャルコールと（B）ヤ

ンバルホオヒゲコウモリのエコーロケーションとフィーディングバズのソノグラム

A

B



は探知できなかった．他の 3種と違って，リュ

ウキュウテングコウモリのソーシャルコールは

よく録音され（図 2A），エコーロケーションよ

り録音されやすいようだった．ヤンバルホオヒ

ゲコウモリは限られた場所でしか探知できな

かった．ヤンバルホオヒゲコウモリが確認され

た場所は 1箇所を除き全て森林内の川沿いで，

コウモリが獲物に近づく時に発するフィーディ

ングバズも録音されたため，本種は川沿いに採

餌していることを把握した（図 2B）．ヤンバル

ホオヒゲコウモリが確認された場所はまだ少数

しかないが，探知率は高いようである．

3. 食性

データ処理と解析は終了していないが，今ま

でシーケンシングしたサンプルからは，沖縄島

における 4種の小コウモリ類は様々な節足動物

を採餌することが明らかになった．

Ⅳ．考察

ヤンバルホオヒゲコウモリのねぐらのサンプ

ル数はまだ少ないが，調査結果から，本種は川

沿いの樹洞と強く関連していると考えられる．

また，リュウキュウテングコウモリはより多く

のねぐらタイプを利用する．このねぐら利用行

動は，リュウキュウテングコウモリが林内に割

と広く分布しており，ヤンバルホオヒゲコウモ

リはある川にしか確認されていないことの一つ

の原因かもしれない．これからの糞遺伝子解析

の結果で出る被食者種により，対象種の採餌行

為や生息場所選好性がより一層解明されると考

えられる．の形，エコーロケーションの特徴，

及び種類が確認された場所を考えると，リュウ

キュウテングコウモリは森林下層内で植物や地

面の上の節足動物を捕獲し，ヤンバルホオヒゲ

コウモリは飛びながら，主に森林内の川上で採

餌するという仮説が考えられる．

沖縄島に生息する森林性コウモリは両種類と

も森林外に生息しないようである．本 2種を保

護するためには，樹洞ができるように林齢が十

分に高い森林と川沿いの森林を保全するべきで

あろう．リュウキュウテングコウモリはねぐら

として利用するため，下層植物の除去を避ける

べきであろう．さらに，出産期である 4～ 7月

の間には伐採しない方が良いと考えられる．

本研究では基礎的な生態情報を増やすことが

できたが，更なる研究が必要である．繁殖期と

出産・保育期間の行動及び必要な生息環境を把

握することが特に保護作戦を作成するのに役立

つと考えられる．ヤンバルホオヒゲコウモリは

発信機の発信距離より遠く移動するため，追跡
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図 3　ヤンバルホオヒゲコウモリの自動録音装置を用いて確認した採餌環境の例（左）とラジオテレメトリーで確認したねぐ

らの例（右）



は困難であり，行動を解明するのにはより有効

的な追跡方法を開発することが求められる．本

2種の沖縄島での南限はまだ不明であり，基礎

的な分布を確かめるために，徳之島にも奄美大

島にも自動録音装置を利用して分布調査を行う

ことを提案する．
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Ecology and conservation of rare bats: tracking, distribution,  
and diet of the Yanbaru whiskered bat Myotis yanbarensis  

and Ryukyu tube-nosed bat Murina ryukyuana

PREBLE Jason H., VINCENOT Christian and OHTE Nobuhito

The purpose of this research was to elucidate the ecology of the Ryukyu tube-nosed bat and Yanbaru whiskered 
bat, in order to guide conservation strategies. Towards that goal, we had three aims: (1) Conduct VHF radiotracking 
to determine important roosting habitat, (2) Determine species distributions within Kunigami Village municipality 
using automated recorders, and (3) to describe species diets based on DNA metabarcoding of feces. Over the past 
two years, we have caught 67 Ryukyu tube-nosed bats and 18 Yanbaru whiskered bats, tracking 17 and 6 of these 
individuals, respectively. Ryukyu tube-nosed bats used various plant roosts, especially dead understory foliage. 
Yanbaru whiskered bats strongly preferred tree holes along streams. Automated recorder survey results demonstrated 
that the Ryukyu tube-nosed bat is widely distributed within the forest, while the Yanbaru whiskered bat is rarer and 
was only detected along waterways within the forest. More research is needed to understand the habitat requirements 
of the Yanbaru whiskered bat. Fecal analyses have yet to be completed, but preliminary results indicate that the four 
microbat species present in Yambaru consume a variety of arthropods. In the future, we will test the hypothesis that 
the Ryukyu tube-nosed bat gleans arthropods off of plants and the ground, while the Yanbaru whiskered bat captures 
insects flying over the river. Important old-growth forest habitats and forests along rivers should be preserved. 
Understory thinning should be reduced and logging during the pupping period (especially April to July) should be 
avoid.

Keywords: automated recorders, DNA metabarcoding, endangered speceis, Okinawa Island, radiotelemetry, tree-
roosting bats
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