
Ⅰ．はじめに

トカラ列島は生物地理学上の旧北区と東洋区

の境界に位置すること，複数の固有種が生息す

ること，渡り鳥の中継地（関 2012）であるこ

とから，生態学的に重要な地域である．1928-

1988年の間に，口之島を含む 6つの島に，ネ

ズミの駆除を目的として，イタチ（Mustela 

itatsi）が持ち込まれた記録（十島村 1995）が

あるが，テンに関する記録はない．しかし，近

年，口之島ではイタチではなくテンのみの分布

が確認された（稲留ほか 2014）．

トカラ列島では，複数の在来トカゲ種が消滅，

あるいは絶滅危惧Ⅰ類に指定され（鹿児島県

2016），個体数減少の要因は移入イタチの捕食

の影響と考えられているが，イタチ科の防除対

策はなされていない．座間味島では，ニホンイ

タチの導入後，爬虫類の個体数が減少したこと

が指摘されている（Uchida 1969）．島嶼に持ち

込まれたイタチの在来種への影響に関する研究

は数多く存在するが，テン（Martes melampus）

の影響に関する報告は少ない．口之島に固有の

クチノシマトカゲ（Plestiodon kuchinoshimensis）

の生息状況は情報不足（DD）（環境省 2019）で，

テンの捕食による影響が危惧されている．口之

島のテンの対策や防除事業を検討する際に，影

響の評価や選好する環境の特徴は基礎資料とし

て重要である．

本研究では，移入されたテンの食性を調べ，

在来種の捕食の状況を明らかにする．また，島

内におけるテンの分布域を明らかにし，テンが
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選好する環境を推定する．また口之島における

イタチの分布の有無を確認することである．以

上のことから，口之島におけるイタチ科が在来

種に与える影響について推測する．

Ⅱ．方法

1. 調査地の概要

調査地は，トカラ列島の最北端に位置する鹿

児島県鹿児島郡十島村口之島である（図 1）．

口之島は面積約 13.33 km2，周囲約 20.38 kmの

火山島である．島の植生は中央から北側にかけ

てリュウキュウチクが群生し，南側にはスダジ

イやモクタチバナ -タブノキ群落などの広葉樹

林が群生している．

2. 糞の採取

調査は，2018年 8月から 2019年 6月までに

8回実施し，各季節 2回，一定の調査コースを

踏査し，糞の位置の記録と採取を行った．位置

の記録にはハンディ GPSを用いた．調査コー

スは，島を一周する約 18.6 kmの舗装された林

道とし，10個の調査区に分けた．各調査区間

は 1.81 kmから 1.96 kmとし，1つの区間で採

取する糞の個数は 20個までとした．なお，採

取せずに記録のみ行った糞は，毎回，除去した．

口之島に生息する外来の哺乳類として，イタ

チ科以外に，ネコ（Felis catus），ヤギ（Capra 

hircus）およびウシ（Bos taurus）が知られている．

これらの哺乳類の糞は，イタチ科の糞とはサイ

ズと形状から区別が容易であるが，風化して糞

の特徴が明瞭でなかった場合は，採取と位置の

記録の対象から除外した．

3. 食性分析

食性は，糞分析によるポイント枠法により，

未消化内容物の出現頻度と占有率を算出した

（Takatsuki et al. 2007）．出現頻度は，試料の総

数に対する各カテゴリーの出現サンプル数の割

合から，占有率は，すべての試料のポイント数

の合計に対する各カテゴリーのポイント数の合

計の割合とした．

採取した糞を 0.5 mmメッシュのふるいで水

洗し，残渣の形態的な特徴から未消化内容物を

識別した．ただし，ミミズ（剛毛）は，ふるい

を通過した洗浄水の中の剛毛を探索，識別した．
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トラップナイト（TN） 4,039

カメラ（台数）

設置期間
2018-2019

合計
9/18〜10/30 10/30〜12/13 12/13〜1/31 1/31〜3/19 3/19〜5/14 5/14〜6/27

23

113 248 813 941 1,014 768

12 14 18 20 22

表 1　赤外線自動撮影装置の設置期間と設置台数

図 1　トカラ列島口之島の位置図
 



残渣は，哺乳類（体毛・骨），鳥類（羽毛・骨），

両生類（皮膚・骨），爬虫類（皮膚・骨），硬骨

魚類（骨），脊椎動物（哺乳類・鳥類・両生類・

爬虫類・硬骨魚類に分類できなかった骨），ム

カデ類，甲殻類，ミミズ（剛毛），昆虫，陸産

貝類，種子・果実，人工物，不明の 14項目に

分類した．ポイント枠法のカウント数は 250カ

ウントまでとした．季節区分は，1月から 3月

を冬，4月から 6月を春，7月から 9月を夏，

10月から 12月を秋とした．

4. 島内におけるテンの分布の確認

テンが選好する環境を推測するため，糞の発

見率（個/km）と赤外線自動撮影装置によるテ

ンの撮影日率を算出した．

1）糞の発見率

既存の植生図（寺田 1999）を基に，島内の

環境を海岸，集落，牧草地，リュウキュウチク

群落および広葉樹林群落の 5区分に分類した．

各植生区分の糞の発見率として，それぞれの踏

査距離 1 kmあたりの糞の発見個数を発見率と

して算出した．

2）テンの撮影日率

2018年 9月 18日から 2019年 6月 27日に，

のべ 53地点に赤外線自動撮影装置を設置した．

稼働晩数（トラップナイト）あたりのテンの撮

影画像の日数を撮影日率として算出した（表

1）．

5. イタチの分布の有無の確認

1）赤外線自動撮影装置

全てのカメラ（表 1）で撮影された画像デー

タの動物の種判別を行った．

2）糞 DNA抽出による種同定

2018年 8月～ 2019年 6月に採取した 87個

の糞について，糞DNA抽出による種同定を行っ

た．同一個体の糞の分析をできるだけ避けるた

め，各コースから 7～ 10個ずつ，糞を選んだ．

採取した糞の表面を滅菌スワブでぬぐい，ぬぐ

い液（1 %SDS・TENバッファー）から DNAを

抽出し，イタチ科特異的マーカーによる PCR

を行った．DNA抽出は市販のキットを用いて

行った（QIAamp DNA stool Mini Kit，QIAGEN）．

Ⅲ．結果

1. 食性分析

1）出現頻度

全 8回の調査で，1,123個の糞を採取した．

季節別の内訳は，夏は 320個，秋は 279個，冬

は 245個，春は 279個であった．検出した内容

物で出現頻度が最も多かった項目は種子・果実

（73.8 %）であり，次いで貧毛類に分類したミ

ミズ（54.1 %），昆虫類（39.6 %），哺乳類（17.0 

%），陸産貝類（15.7 %），鳥類（8.8 %），爬虫

類（7.2 %），ムカデ類（5.3 %）と続き，それ

以外の項目は 5 %未満であった．

これらのうち，ひと月でも出現頻度が 10 %

以上となった 7項目の出現頻度の季節変化を

（図 2a，b，c）に示す。種子・果実の出現頻度

は春と夏に 96 %で，ほぼすべての糞から検出

された．秋には 62 %で，冬は 32 %と半数以

下であった（図 2a）．ミミズの出現頻度は，秋

に 72 %，冬に 63 %と比較的高かった．春は

50 %と半数の糞からの検出であったが，夏は

35 %と少なかった．昆虫の出現頻度は，秋に

は約半数の糞からの検出（51 %）であったが，

冬と春はそれぞれ 33 %と少なく，夏には 41 %

であった（図 2b）．哺乳類，陸産貝類，鳥類お

よび爬虫類の出現頻度は季節を通じて種子・果

実と昆虫に比較して少なかった．哺乳類の出現

頻度は，冬には 27 %であったが，その他の季

節は 13～ 15 %とさらに少なかった．陸産貝

類の出現頻度は秋と冬に 27 %～ 29 %で，春

と夏は 3～ 8 %と少なかった．鳥類の出現頻

度は秋と冬には 14～ 15 %で，春と夏は 3 %

であった．爬虫類の出現頻度は冬と春に 10～
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11 %で，夏と秋は 4 %であった（図 2c）．

2）占有率

各食物カテゴリーのポイント枠法による占有

率を図 3に示す．全ての糞試料における占有率，

また，季節別の占有率としても上位 3項目は，

哺乳類，昆虫類，種子・果実の項目であった．

これら上位 3項目の合計占有率は，春は 92 %，

夏は 98 %，秋は 81 %，冬は 62 %であった．

春から秋は種子・果実が最も高く（春 75.5 %，

夏 77.1 %，秋 46.9 %），次いで昆虫類（春 9.2 %，

夏 13.3 %，秋 23.6 %），哺乳類（春 6.9 %，夏 7.4 

%，秋 10.1 %）の順に高かった．冬は哺乳類が

23.5 %と最も高く，次に種子・果実 20.7 %，

昆虫 18.0 %の順で高かった．また，上位 3つ

の他に，その他・不明を除いて 1度でも 10 %

を超過したのは，秋に検出された鳥類（10.1 %）

のみであった．

3）内容物

種まで分類できた動物質として，哺乳類では

ニホンジネズミ（Crocidura dsinezumi）とアカ

ネズミ（Apodemus speciosus），両生類では口之

島を生息域の北限とするリュウキュウカジカガ

エル（Buergeria japonica），昆虫ではタイワン

クツワムシ（Mecopoda elongata)とコバネコロ

ギス（Metriogryllacris magnus），トカラ列島固

有種のトカラノコギリクワガタ（Prosopocoilus 

dissimilis elegans），クマゼミ（Cryptotympana 

facialis）， サ ツ マ ゴ キ ブ リ（Opisthoplatia 

orientalis）を同定した．

また，種は同定できなかったが，トカゲ類の

皮膚や鱗，骨が検出された（表 2）．

全ての季節で検出された動物質は，種レベル

で同定されたものとしてアカネズミ，リュウ

キュウカジカガエル，およびサツマゴキブリ 4
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図 2　出現頻度の季節変化

図 2a　植物の出現頻度の季節変化
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図 2b　無脊椎動物の出現頻度の季節変化
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図 2c　脊椎動物の出現頻度の季節変化
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図 3　占有率の季節変化  
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種類で，種ではないがミミズ類であった．

種まで同定できた植物質のうち，テンの食性

として初検出となった種子・果実は，アコウ

（Ficus superba），オオイタビ（Ficus pumila），

ガジュマル（Ficus microcarpa），イイギリ（Idesia 

polycarpa），クロキ（Symplocos lucida），コバ

ンモチ（Elaeocarpus japonicus），タイミンタチ

バナ（Myrsine seguinii）であった．また，これ

までテンの食性として既存研究で報告されてい

る種子・果実では，イヌビワ（Ficus erecta）と

シマグワ（Morus australis）が検出された（高

槻 2017）．

全ての季節で検出された植物質（種子・果実）

は，オオイタビ，イヌビワおよびシマグワの 3

種であった．年間を通して最も出現率が高かっ

た種子・果実は，春から夏にかけて出現率の高

かったシマグワ 17.8 %，次いで春に出現率の

高かったイヌビワ 15.7 %，夏から秋にかけて

出現率の高かったオオイタビ 14.7 %の順で

あった．

人工物は 10個の糞から検出され，アルミホ

イルと子牛育成用配合飼料（以下，飼料）であっ

た．飼料は検出された人工物の占有率の 90 %

で，そのうちの 88 %が冬に検出された．

2. テンの島内の分布

1）糞の発見率

1 kmあたりの糞の発見率は，島内全域で

15.6個であった（表 3）．植生区分別の発見率

を比較すると，広葉樹林群落（18.7個），リュ

ウキュウチク群落（17.1個），牧草地（14.0個），

集落（11.1個），海岸（8.6個）の順に多かった．

2）赤外線自動撮影装置

テンは島内全域で撮影され，最も撮影日率が

高かった環境は，広葉樹林群落であった．また，

テンやその他の動物種の撮影画像を図 7に示

す．

3. イタチの分布の有無の確認

1）赤外線自動撮影装置による確認

赤外線自動撮影装置の稼働晩数は 4,039 TN

で，有効撮影枚数は 2,090枚であった．撮影さ

れた動物は枚数の多い順からテンが 650枚，ノ

ネコが 446枚，ノヤギが 377枚，クチノシマウ

シが 172枚，ネズミが 150枚，鳥類が 107枚で

あった（表 4）．イタチは撮影されなかった．

撮影された画像の中には，絶滅危惧Ⅱ類のアカ

ヒゲとミゾゴイ属や，シロハラを咥えて運ぶテ

ンが記録されていた．

2）糞 DNAによる種判別

DNA抽出した 87個の糞のうち，PCRによっ
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表 2　検出された内容物の出現数と出現頻度

 

哺乳類 191 17.0
⿃類 99 8.8
両⽣類 15 1.3
爬⾍類 81 7.2
硬⾻⿂類 3 0.3
脊椎動物類 118 10.5
甲殻類 33 2.9
ムカデ類 60 5.3
貧⽑類 607 54.1
昆⾍類 445 39.6
陸⽣⾙類 176 15.7
種⼦・果実 829 73.8
⼈⼯物 10 0.9
不明 120 10.7

出現数 出現頻度(%)

表 3　島内におけるテンの糞発見率

 

海岸 143 16.6 8.6
集落 169 15.2 11.1
牧草地 141 10.1 14.0

 リュウキュウチク群落 787 46.0 17.1
 広葉樹林群落 837 44.8 18.7

⼝之島全域 2,077 132.7 15.6

糞個数/踏査距離
(個/ｋｍ）

環境区分
糞個数
(合計)

踏査距離
(km)

糞発⾒率(%)



て増幅が確認できた 52個をシーケンスし，得

られた塩基配列の系統解析を行った．系統解析

した 52個の糞は，全てテンの塩基配列と 99～

100 %一致したことから，テンと判定された．

これらの糞を採取した環境の内訳は，海岸 8個，

リュウキュウチク群落 17個，集落 7個，牧草

地 3個，広葉樹林群落 17個（合計 52個）であっ

た．島の全域および環境の 5区分の全てで，テ

ンの分布が確認された．

4. 啓発普及活動

啓発普及活動として，新聞掲載（南日本新聞 

鹿児島都市圏版，2018年 11月 25日）や，口

之島小学校でテンに関する授業（2018年 12月

14日）（図 4），およびテンや外来生物について

の住民説明会（2019年 1月 31日）（図 5）を行っ

た．住民説明会には，全島民 129名のうち 30

名が参加し，実際に口之島で拾得したテンの仮

剥製や，撮影した写真などを見せて説明した（図

6）．小学校での授業や住民説明会の後，テンの

目撃情報や産業・生活被害に関する情報が集ま

るようになり，島民の自然保護に関する意識が

高まったと考えられる．

Ⅳ．考察

1. 食性分析

分析した糞の全数における出現頻度が 2番目

に高かったのはミミズでであった．また，陸産
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表 4　撮影された動物種

 

哺乳類 テン Martes melampus 650
イタチ Mustela itatsi 0
ノネコ Felis catus 516
クチノシマウシ Bos taurus 192
ノヤギ Capra hircus 463
ネズミ Rodentia 155

⿃類 キジバト Streptopelia orientalis orientalis 7
ミゾゴイ属 Gorsachius Bonaparte 14
ヤマシギ Scolopax rusticola 11
アオサギ Ardea cinerea 1
ヤツガシラ Upupa epops 1
サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata atrocaudata 1
ハシブトガラス Corvus macrorhynchos japonensis 11
ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis 3
センダイムシクイ Phylloscopus coronatus 1
センニュウ属 Locustella Kaup 2
マミジロ Zoothera sibirica 1
トラツグミ Zoothera dauma 5
ツグミ属 Turdus 1
シロハラ Turdus pallidus 40
アカヒゲ Luscinia komadori komadori 1
ジョウビタキ Phoenicurus auroreus 5
イソヒヨドリ Monticola solitarius 3
キセキレイ Motacilla cinerea cinerea 3
ハクセキレイ Motacilla alba 1
シメ Coccothraustes coccothraustes japonicus 1
ホオジロ属 Emberizidae Linnaeus 1

学名 合計（枚）種名

図 4　口之島小学校でテンの授業を行っている様子

図 5　住民説明会でテンの講演を行っている様子

図 6　テンの仮剥製を見せている様子
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図 7　赤外線自動撮影装置によって撮影された動物の写真．（a）テン，（b）ノネコ，（c）クチノシマウシ，（d）ノヤギ，（e）ネ

ズミ，（f）アオサギ，（g）サンコウチョウ，（h）シロハラ，（i）トラツグミ，（j）マミジロ，（k）ミゾゴイ，（l）ヤツガシラ，（m）

ヤマシギ，（n）シロハラを咥えて運ぶテン，（o）牛舎に侵入したテン

 



貝類に関しても年間を通して哺乳類の次に高い

出現頻度を示した．これまでのテンの糞分析の

研究では，ミミズの繊毛の検出を行ったか明示

されておらず，出現頻度がゼロという報告の判

断が難しい．繊毛の識別を行ったことが明らか

な対馬（Tatara and Doi 1994）と長野県入笠山（山

本 1994）での，ミミズの出現頻度（それぞれ

12.9 %，18.9 %）に比較して，本研究の結果で

は高頻度にミミズを採食していると考えられ

た．

2. テンの島内分布

テンの糞の発見率と，赤外線自動撮影装置に

よるテンの撮影日率は，共に広葉樹林群落で高

かったことから，テンの利用頻度は広葉樹林群

落で高いと考えられた．このことは，「発信機

を装着して追跡したツシマテンの休息場と考え

られたほぼ全ての地点が広葉樹林内に位置し

た」というこれまでの報告（Tatara 1994)と一

致する．これまでの既存研究から，テンの糞の

発見率は，大分県久住高原で 9.6個（荒井ほか

2003），石川県白山で 3.2個（上馬ほか 2005）

であったのに比較すると，本研究の各植生での

発見率の方が高かったことから，口之島のテン

の個体数密度は他地域と比べて高い可能性があ

る．また，牧草地は，オープンな環境にもかか

わらず，糞の発見率が低くならなかった．対馬

に生息するツシマテンは，オープンな草地を忌

避していることが明らかになっている（Tatara 

1994）．環境利用については，今後，季節変化

についても解析し考察する．

3. イタチの分布の有無

島内全域で 4,039TNの赤外線自動撮影装置

および 52個の糞 DNA解析を行ったが，テン

のみが確認され，イタチが確認されなかったこ

とから，イタチの生息密度はテンに比べて著し

く低い，または分布していないと考えられる．

本研究において，解析した糞のうち 52/87個

（59.8 %）で PCRの増幅が確認され，52個の全

てにおいて遺伝的に種同定をすることができ

た．本研究で用いた非侵襲的な種同定法は，非

常に有用であると考えられる．
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Impact and distribution of the non-native marten on Kuchinoshima  
in the Tokara Islands

NAKAZONO Kazunori, SUMIYAMA Daisuke and MITANI Naho

There is a record indicating that weasels were introduced on six islands in Tokara Islands, including 
Kuchinoshima. Recently, the marten is found on Kuchinoshima. It wasn't recorded when it was first introduced. A 
number of studies about the impact on native species on many islands have been done due to the introduction of 
weasels. However, much less research has been done on the introduction of the marten. This study is aimed to clarify 
food habits and distribution area of the marten in order to estimate its impact on native species. We also aim to 
assess presence or absence of the weasel.

The density of the weasel is estimated to be extremely low or none by the results of camera trapping and fecal 
DNA species identification. Feces of Mustelidae were found throughout the survey route. For the reason stated 
above, all of these feces have a high likelihood of being marten feces. The density of the feces, 15 feces (/km), was 
higher than those of the marten in other areas. The marten density is presumed to be relatively high. Indigenous saw 
stag beetles and lizards were found in the marten feces.

Keywords: awareness campaign, camera trapping, endemic species, fecal analysis, point frame method
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