
要旨

ペット動物の外来イエネコ Felis catusは，わ

が国でも特に島嶼において，捕食などにより希

少野生動物の存続を脅かしており，対策への広

範な理解と支援協力が求められている．そこで，

ネコ対策が急務である世界自然遺産候補地の奄

美大島と徳之島，および東京において議員や行

政担当者らとの勉強会や意見交換会を行い，ま

た，東京において 2回のシンポジウムを開催し

た．そのほか，外来ネコ問題に関する翻訳本と

分担執筆書籍の 2点を発刊した．これらの活動

を通じて，普及啓発や情報交換ネットワーク構

築が促進できたと評価している．

Ⅰ．はじめに

イエネコ Felis catus（以下，ネコという）は，

中東の「肥沃な三日月弧」といわれる地域で，

野生のヨーロッパヤマネコ F. silvestrisから家畜

化されたペット動物（伴侶動物）である（マラ・

サンテラ 2019）．ネコは，人間によって持ち込

まれた「外来種」であり，特に野外に存在する

ネコは自然生態系や人間社会に対してさまざま

な問題（外来ネコ問題）を起こしている．その

中でも島嶼において，ネコは，捕食や感染症媒

介などにより，希少在来種や生態系に影響を与

え，多くの野生生物の絶滅や減少に関与してい

る（マラ・サンテラ 2019）．このためネコは，

国際自然保護連合 IUCN「侵略的外来種ワース

ト 100」の 1種に選定されている．日本でも，

多くの島嶼において外来ネコ問題が起きている

ことから，環境省「生態系被害防止外来種リス

ト」では「緊急対策外来種」に指定されており，

早急な対策とその必要性について広範な理解が

求められている．しかし，外来種の中でも，ネ

コに関わる問題の解決は難しい．その主な理由

として，ネコは非常に身近なペット動物（伴侶

動物）であることから，他の動物の場合と異な

り，野外からの排除や殺処分に対する批判や攻

撃が起きやすいことがある．

私たちは，このような現状に対して，わが国

における外来ネコの問題と対策について，科学

的・法制度的な観点からの普及啓発を通じた理

解促進と情報交換ネットワーク構築を図ること

で問題解決のいとぐちを見出すというアプロー

チにより，本助成を得て 3年目の活動を行った．
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Ⅱ．対象地域と手法

捕食性哺乳類が自然分布しない奄美大島と徳

之島には，アマミノクロウサギやトゲネズミ，

ケナガネズミなどの希少固有種が生息するな

ど，特異な生物多様性と生態系が形成されてい

る．しかし現在，ネコによる在来希少種の捕食

が深刻化しており，また感染症問題の存在やネ

コの影響と人為との関係も明らかになってきて

いる（Shionosaki et al. 2015; Matsuu et al. 2017; 

Maeda et al. 2019）．

このように外来ネコ対策が特に急がれる世界

自然遺産候補地の奄美大島と徳之島を対象に，

今年度は特に行政に対する支援協力として，両

島の市町村役場担当職員，議員，首長との勉強

会や意見交換会，環境省（野生生物課，沖縄奄

美自然環境事務所）担当者との勉強会を実施し

た．また，地域のネコ対策活動への参加と意見

交換，地元メディアを通じた普及啓発を行った．

さらに，一般の人たちを対象として，東京（早

稲田大学）において，当研究会主催による総括

的内容のシンポジウムを 7月と 9月の 2回開催

し，また，国会議員を対象とした衆議院院内集

会をWWFジャパンとの共催で開催した．他に，

徳之島と東京において関連シンポジウムを共催

した．

学会活動としては，関連学会で外来ネコ問題

をテーマとしたセッションの企画，発表や講演

を行った．また，外来ネコ問題に関する書籍の

出版も行った．

Ⅲ．活動の成果

地元や中央の行政機関との協力としては，環

境省と地元自治体による「奄美大島における生

態系保全のためのノネコ管理計画（2018年度 - 

2027年度）」に基づく捕獲が 2018年 7月から

開始されたことを踏まえ，奄美大島と徳之島に

おける勉強会や意見交換会で，「動物愛護管理

法」や「飼い猫適正飼養条例」と本管理計画と

の関係や解釈，さらに住民などの理解促進につ

いて意見交換や助言を行った（表 1）．また行

政が実施しているノラネコ数削減対策の一つで

ある TNR（捕獲，不妊去勢および放獣）につ

いて，これまで数年間の実績と効果についての

検討の必要性と今後の対応，ノネコ管理計画と

の連携の必要性を指摘した．

地元での普及啓発としては，奄美市の一地区

で行われたネコ問題への取り組みイベントに参

加し，情報提供や小学生・高校生との意見交換

を行い，また地元ラジオ局の番組に出演して，

希少種保全とネコ問題を解説した（表 1）．

東京で開催した 2回の連続シンポジウム

「ペット動物の屋外飼養が引き起こす問題と求

められる適正飼養－自然生態系，人獣共通感染

症，そして人間」においては，第 1回目（7月

20日）で法制度の問題，自然生態系への影響

と人獣共通感染症に関する最新の研究成果 ,「動

物愛護管理法」の改正状況 ,野放しペットの管

理と適正飼養（室内飼育）の必要性，第 2回目

（9月 7日）では ,ネコ問題の全体像 ,日本各地

の事例，感染症問題の概要 ,適正飼養の考え方，

飼養に関わる法制度上の課題，野放しネコの管

理や飼養のあり方を講演した（表 1）．パネル

ディスカッションでは，わが国における新たな

ネコ対策の構築を目指す議論を行った．終了後

のインターネット上の紹介記事でも好意的に紹

介されているなど，さまざまな角度からのメッ

セージが参加者に確実に伝わり，理解が深めら

れたと考えている．

国会議員を対象とした院内集会では，2019

年度の「動物愛護管理法」の改正に向けて，外

来ネコ問題についての説明とアッピールを行

い，多数のメディアの参加も得て，次回改正に

つながる動きができたことは大きな成果と考え

ている（表 1）．
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野生動物学や獣医学関係の学会では自由集会

や発表を行い，多様な研究者の理解が進んだと

考えている（表 1）．

書籍出版では，本研究会メンバーにより，翻

訳本「ネコ・かわいい殺し屋　生態系への影響

を科学する」（マラ・サンテラ 2019），分担執

筆本「奄美のノネコ－ネコの問いかけ」（鹿児

島大学鹿児島環境学研究会 2019）の 2点を発

刊した．特に翻訳本の原書は，フォーブス誌に

より 2016年「保全と環境」部門のベストブック・

トップ 10に選定され，大きな話題になった本

である．わが国でも，外来ネコ問題の包括的理

解に大いに役立つ書籍であり，多方面で広く読

まれ，多数の書評が出ていることは，普及啓発

として大きな成功と考えている．

Ⅳ．活動の目標と評価および今後

外来ネコ問題の解決に向けて，当研究会は次

の 3点を主たる目標と考えている．1）室内飼

育の徹底，2）野外のネコの捕獲排除など有効

な管理手法の導入，3）現行法制度の連携運用

や管理対象の明確化などによる適切な対策の促

進である．

さらに，今後の活動の課題として，次の 3点

が必要と考えている．1）住民や関係団体，行

政などに対するネコ問題や法解釈についての正

確な情報の提供，合意形成や制度整備に対する

支援．2）外来ネコ問題は生物多様性の保全，

人間の健康，動物福祉などにとって先送りが許

されない問題であることの普及啓発．3）科学

的な管理を常識化させること．

297

表1．29期PNF助成期間（2018年10月-2019年9月）に外来ネコ問題研究会が企画・参加したイベント

種類 年月日 開催場所 名称

2018年11月29日 東京都 環境省動物愛護管理室と勉強会（WWFジャパン，外来ネコ問題研究会　主催）

2018年12月16日 徳之島 鹿児島県徳之島3町ネコ対策協議会との勉強会（環境省徳之島自然保護官事務所　主催）

2019年6月7-8日 那覇市
環境省沖縄奄美自然環境事務所との意見交換会とやんばる現地視察（外来ネコ問題研究
会　主催）

2019年6月28-29日 徳之島
徳之島3町（伊仙町，徳之島町，天城町）の町長との意見交換会（外来ネコ問題研究会　主
催）

2019年6月30日 奄美市
奄美市大熊町ネコ問題意見交換座談会（奄美ネコ問題ネットワーク, 奄美市環境対策課，
外来ネコ問題研究会　主催）

2019年7月1日 奄美市 奄美市市議会議員団との意見交換会（外来ネコ問題研究会　主催）

2019年7月1日 奄美市 奄美大島ねこ対策協議会との意見交換会（外来ネコ問題研究会　主催）

2019年7月8日 東京都
環境省野生生物課（希少種保全推進室，動物愛護管理室）との意見交換会（外来ネコ問題
研究会　主催）

2018年10月28日 東京都
麻布大学大学祭シンポジウム「イエネコ問題を考えるー生態系への影響、人獣共通感染症
の問題から適正飼養へ―」（麻布大学獣医学部野生動物学研究室　主催）

2019年3月14日 東京都
衆議院議員会館院内集会「まだまだあるぞ!! 動愛法が抱える課題～動物の飼育管理・取
引が引き起こす人や自然への被害～緊急会合」．（WWFジャパン，外来ネコ問題研究会 主
催）

2019年3月24日 東京都
東京都獣医師会70周年記念講演会「小笠原・人・猫・自然・地域社会--人と猫と自然が調
和する--」（東京都獣医師会　主催）

2019年6月29日 徳之島
シンポジウム「徳之島の外来種と希少種　島の自然と暮らしを守るために私たちにできるこ
と」（天城町，環境再生保全機構環境研究総合推進費4-1707・4-1804，外来ネコ問題研究
会　主催）

2019年7月20日 東京都
『外来ネコ問題研究会主催連続シンポジウム第1回シンポジウム「ペット動物の屋外飼養が
引き起こす問題と求められる適正飼養−自然生態系，人獣共通感染症，そして人間」』（外
来ネコ問題研究会　主催）

2019年9月7日 東京都
『「外来ネコ問題研究会主催連続シンポジウム第2回シンポジウム「野放しのペット動物が引
き起こす問題と求められる適正飼養−自然生態系，人畜共通感染症，そして人間」』（外来
ネコ問題研究会　主催）

2018年10月13日 東京都 第51森林野生動物研究会大会．東京女子大学

2018年10月14日 福岡市 2018年度日本獣医公衆衛生学会．福岡国際会議場

2018年11月16日 大阪市 第39回動物臨床医学回年次大会．大阪国際会議場

2018年11月24日 福岡市 第24回「野生動物と社会」学会大会（九州大会）九州大学

メディア出演 2019年1月24日 奄美市 奄美FM「世界自然遺産普及啓発番組　在来希少種保全とネコ問題」

その他 2018年12月1日 東京都 第24回自然保護助成基金助成成果発表会

行政との勉強会・
意見交換会

学会発表

シンポジウム

表 1　29期 PNF助成期間（2018年 10月 -2019年 9月）に外来ネコ問題研究会が企画・参加したイベント



この 3年間の活動を通じて，外来ネコ問題へ

の取り組みの成果が得られつつあり（石井 

2018；諸坂 2018；山田 2018；鹿児島大学鹿児

島環境学研究会 2019；マラ・サンテラ 2019；

岡 2019など），ネコ問題についての一般の方々

の理解が一層広くまた深く共有され，また研究

者や行政関係者などとの情報交換ネットワーク

を構築できたと自己評価している．さらに，島

嶼における外来ネコ問題だけでなく，本土の外

来ネコ問題に関わる研究者や獣医学関係者との

連携が拡大し，動物愛護関係者にも理解が得ら

れてきたことは大きな成果といえる．

今後も，シンポジウム開催，関係機関との勉

強会，学会活動，書籍発刊などによって，さら

に普及啓発を進める必要がある．こうした私た

ちの活動が，わが国の外来ネコ問題解決のため

の一助になればと考えている．

身近なペット動物（伴侶動物）が引き起こす

外来種問題とその対策については，さまざまな

意見があるが，今後とも多様な専門家を交えた

産学官民の連携によって，問題の解決に向けた

論点整理と普及啓発を行っていきたいと考えて

いる．

なお，当研究会の活動の詳細は下記サイトに

掲載している．https://invasivecatresearchjapan.

blogspot.jp/
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勉強会・意見交換会の開催に当っては，次の

機関からご支援ご協力をいただいた．環境省野
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高島康弘氏（岐阜大学），草刈秀紀氏（WWFジャ

パン），風間健太郎氏（早稲田大学）および亘　

悠哉氏（森林総合研究所）．以上の機関，団体，

個人の方々に厚くお礼申し上げる．
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29th Pro Natura Fund Domestic Activity

Support for the countermeasures against invasive cat problems on 
islands in Japan and the public awareness campaigns

ISHII Nobuo, YAMADA Fumio, MOROSAKA Satoshi,  
NAGAMINE Takashi and ITO Keiko

Free-ranging domestic cats Felis catus threaten the survival of endangered species mainly through predation, 
especially on the islands. In Amami Oshima and Tokunoshima Islands, the World Natural Heritage Sites nominated 
are urgently needed the countermeasures. We held semimars and meetings with local and central administrative staff, 
and two sequential symposia in Tokyo. In addition, we published two books; one was translation of a book on the 
issue and another was contributed by our group members. Through these activities, we consider that the public 
awareness was further promoted and an information exchange network was established.

Keywords: feral cat management plan, house cat ordinance, invasive cat issue, world natural heritage nomination 
site
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