
環境省やんばる野生生物保護センター

日時：２００４（平成１６）年１０月２２日（金）　１０：００~１２：００

場所：環境省やんばる野生生物保護センター事務所

ヒアリング先：自然保護官　博士（理学）　澤志泰正氏

参加委員：二関辰郎（責任者）、渡辺淑彦（書記）、最上健太郎、鈴木健司

報告者　　渡辺淑彦

【センターの組織等】

１　貴センターの設立の目的とこれまでの活動の経緯，成果について簡単に教えてくださ

い。

（１）設立の目的

　やんばる地区を訪れる人にノグチゲラ、ヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコガネをはじ

めとする希少な野生生物の保護への理解や、関心を深めてもらうための普及啓発活動、絶

滅のおそれのある野生生物の保護増殖事業、調査研究などを総合的に行うための拠点施設

として設立された。

（２）活動の経緯・成果

　1 希少種の保護

　ノグチゲラ保護増殖事業では保護のための基礎的な知見を得るための生態調査を実施。

具体的には捕獲して足輪をつけ、その後追跡調査を行う。また、血液を抜いてＤＮＡ分析

等を実施、カメラによる巣穴ののぞき込み調査。

　ヤンバルテナガコガネ保護増殖事業では、ヤンバルテナガコガネ密猟防止協議会を設置

するなど密猟防止のための連携の確保、巡視、生態調査、緊急捕獲（センターに運んで一

時保護）等を実施。

　例えば、パトロールを年間５０回以上委託して、不審車両があった場合、センターに通

報し、警察に通知するなど。ヤンバルテナガコガネ、マルバネクワガタの発生時期に、何

度か警察の車両とともに職務質問をしたが、摘発までは至っていない。

　現在、クワガタ虫のブームであり、乱獲されている。各地で新たな移入種問題を発生さ

せている。沖縄のセキシマクワガタが国内でも繁殖、海外からの移入種の病気がペットシ

ョップで蔓延している。本土のカブトムシが沖縄に移入し、交雑が発生している。ヤンバ

ルテナガコガネは天然記念物であり、希少種でもあるので、捕獲、譲渡、販売、譲り受け

などがすべて禁止されている。マルバネクワガタについては規制がなく、今後の課題とな

っている。

　ヤンバルクイナは保護増殖事業計画策定のための基礎資料の収集、目撃情報の収集、傷

病個体等の保護、死亡個体の確保と専門機関との連携（センター設立初期から）、やんば

る地域ロードキル発生防止に関する連絡会議の設置等を実施。また屋我地鳥獣保護区の管

理を行っている。ヤンバルクイナの死亡について、どの時期に、どの場所でロードキルが

生ずるのか傾向が分かってきた（後述）。



　2 外来種対策等

　平成１３年から外来種対策のための事業を実施。環境省から沖縄県に施行委任した飼養

動物との共生推進総合モデル事業のサポート（委員会のメンバー、現地調整、普及啓発等）。

　3 その他調査研究

　センター施設への研究者の受入（若い学生、先生方）、我が国の亜熱帯林における希少

野生生物とその生息環境の維持機構の解明に関する研究のサポート（現地調整、調査補助

等）

　4 普及啓発活動

　やんばる自然体験活動協議会の設置。講演会、自然観察会等の実施。1~3 に関する普

及啓発。インターネット自然研究所設置（ＨＰ）のライブカメラの保守補助。

　5 国立公園化に係わる業務

　委員会、ワーキンググループ会議等への出席。報告書に掲載された希少種の分布調査デ

ータ等の把握に努めるとともに、社会基盤調査等のデータ収集補助などを実施。国立公園

制度についての住民説明会を始めた。屋我地鳥獣保護区の管理も行っている。

２　貴センターにおける現在の人員配置と活動の概要について教えてください。

　人員配置：自然保護官２名、自然保護専門員１名、やんばる自然体験活動協議会職員１

名の合計４名。活動概要は上記の通り。

３　貴センターの予算，その配分について教えてください。

　センターの活動に要する費用としては、職員・自然保護専門員、協議会職員の給与、施

設・設備の維持管理費のほか、やんばる希少野生動植物種保護増殖事業費や外来種対策事

業費により、請負調査等の実施をコーディネートしており、これらもセンターの活動費の

一貫とみることができる。契約・支払い等は全て沖縄奄美地区自然保護事務所で行ってい

るので、詳細は地区事務所に問い合わせて頂きたい。

　やんばる希少野生動植物種保護増殖事業費の中から、ノグチゲラの追跡調査費、ヤンバ

ルテナガコガネ巡視費用（沖縄フィールドワーク）、捕獲調査費（山階鳥類研究所）を支

出している。

４　現在の人的・物的規模で活動する上での支障，限界，問題点等について教えてくださ

い。

　現在、外来種の担当職員は１名（澤志）。他にヤンバルテナガコガネ保護増殖事業、ヤ

ンバルクイナ対策、飼養動物との共生推進総合モデル事業などにも関わっており、業務拡

大を望んではいるものの体が追いついていない状況である。外来種対策は地域や研究者、

他機関と協同するため密着した体制とデータ管理が必要なため、その効果を上げるために

は、地元の調査機関の育成、県や地元村の積極的な協力、組織の強化等の何らかの対策が

必要である。物的にはワナやその他捕獲体制に必要な機材だけでなく、現在の外来種や希

少種の分布状況を確認するため相当数の自動撮影カメラやその維持管理費用も必要だと思

う。また、あくまで個人的な意見であるが事業を円滑に進めるためには、今後も職員の短



期間での異動は避けた方がよいと考える。多くの業務があり、短期であると、引き継ぎ等

で時間がかかる。職員は多ければ多い方がいいが、現実にはそうなっていない。

【移入種問題についての総論】

１　貴センターにおける移入種の問題への取り組みの経緯，及び現状について教えてくだ

さい。

　平成１２年度から沖縄県が３村でマングース対策事業を実施した。ワナにかかったマン

グースは捕獲排除したが、ノネコは、その糞の中に希少種が含まれている報告があったに

も関わらず、動物愛護団体の圧力等で捕獲できなかった。ちなみに、平成１２年、１３年

に捕獲したノネコは同じ場所で放逐している。

　平成１３年、自然度の高い国頭村北部の山林にて発見された新たなネコの糞からヤンバ

ルクイナが検出されたが、沖縄県の捕獲区域がマングースの北進を防止する観点から南側

にずれていたこともあり、環境省が捕獲体制を取ることになった。

　平成１３年度：やんばる地域希少野生生物保全事業として１０００万円の予算。平成１

４年１~３月に国頭村の県道２号線以北において、１００ｍ間隔で捕獲ワナを設置した。

捕獲実績としてはネコ１６頭を捕獲したが、マングースは０であった。テナガコガネ密猟

防止パトロールの実施もした。

　平成１４年度：やんばる地域移入動物対策事業として、６５０万円。平成１５年１~３

月に国頭村にて規格の異なる捕獲ワナと自動撮影装置を目撃情報地点周辺に設置、ワナ間

の捕獲効率を比較した。ネコ２２頭を捕獲。マングースは０。

　平成１５年度：やんばる地域移入動物対策事業として、６５０万円。平成１５年１０月

~平成１６年３月に国頭村にて捕獲ワナを設置。前半は１００ｍ間隔で、後半は目撃地点

周辺にワナを設置。ネコ２８頭、マングース１頭を捕獲。

　平成１６年度：やんばる地域外来種対策事業として、８００万円。平成１６年９月から

国頭村内でワナを設置。ネコ２０頭、マングース０（１０月２０日現在）

２　やんばる地区で問題となっている移入種は，マングース及びノネコ以外にありますか。

　ある。すでに問題が指摘されているものとして、ノイヌ、クマネズミ、ウサギ、ドブネ

ズミ、シロガシラ、ミナミイシガメ、ティラピア、コイ、カブトムシ、タイワンカブトム

シ、アフリカマイマイなど。他に今後問題となりそうなものとして、クジャク、タイワン

スジオ、スッポン、ミシシッピーアカミミガメ、ミヤコヒキガエル、シロアゴガエル、パ

ールダニオ、ゼブラダニオ、アメリカザリガニ、外国産甲虫類、ヤンバルトサカヤスデ、

ハイイロゴケグモなど。その他植物は多数。

　移入の由来はペットが多いが、ジャンボタニシのように農家の副産物として導入された

ものもある。

　今後問題となりそうなものとして、学校の飼育小屋から逃げ出したクジャク、タイワン

スジオという蛇がヤンバルに入る恐れがある。

３　やんばる地区で，移入種により脅かされている希少種は，ノグチゲラ・ヤンバルクイ

ナの他にどのような生物がいますか。

　トゲネズミ、ケナガネズミ、アカヒゲ、県天然記念物３種を含むカエル類、キノボリト



カゲ、メダカ、ギンブナ（琉球列島型は特徴的だったが、本土からのギンブナに遺伝的に

影響）

　移入種の問題は、国内の同種類の方が取り扱いが難しい。放流の場合など善意の行為と

して行っている場合がある。

４　現在，移入種を防除しなければならない必要性，その緊急性，現状について，現場の

視点から教えてください。

　マングースの捕獲実績のある区域でのヤンバルクイナの生存が確認されなくなって来て

いること、分布域内でもヤンバルクイナが目撃できない場所が増えていることから、この

数年間でマングースによるヤンバルクイナへの影響が無視できないものであることは明ら

か。しかし、直接的な証拠はない。このことはヤンバルクイナだけでなく他のやんばるの

希少種でも急激に進行していると推定される。

５　移入種の問題についてどのような情報調査し，どのように保存整理し，公表している

のでしょうか。

　環境省では他機関と連携し、既存文献と目撃情報の収集を行っている。目撃情報につい

ては、メイルを用いて琉球大学の関連分野の先生と情報を共有している。また沖縄県が捕

獲データを元にＧＩＳ（地理情報システム）による分析を試みている。

６　在来種の補食の問題の他に，在来種との競合，交雑による遺伝子攪乱，農林水産業へ

の影響，人の生命や身体への影響などの問題はありますか。

　ある。在来種との競合についてはメダカとタップミノーの間で、交雑についてはリュウ

キュウヤマガメとミナミイシガメ、リュウキュウヤマガメとセマルハコガメの間で、農林

水産業への影響についてはウリミバエ、シロガシラなどで確認されている。またマングー

スによる農作物被害を受けたという連絡がある。人の生命や身体への影響についてはタイ

ワンハブやサキシマハブ（交雑した場合、毒の成分も変わる）。ハイイロゴケグモ、アラ

イグマによる咬傷、マングースによるレプトスビラ感染症（マングースは保菌率が高い。）、

アライグマ疥癬症、狂犬病の蔓延などが危惧されている。

【マングースについて】

１　マングースの分布域の拡大，北進の程度，個体数増加について教えてください。

　奄美大島のマングースの年間増殖率は４０％と見積もられている。これは個体数が２年

間で２倍に増加するということである。５年前にはほとんど確認されなかった地域でも目

撃、捕獲例が増加し、今年に入って国頭村北部の奥や楚洲でも捕獲された。一方、沖縄県

ではマングースの北進を防ぐために塩屋平良ライン以南での捕獲も行っていたため、それ

ら地域では今年に入って捕獲数は減少し、個体数増加は抑制されているものと思われる。

２　貴センターは，マングースの捕獲事業について，どのような方針・計画のもと活動し

ているのか教えてください。

　これまでは沖縄県の実施困難な地域（マングースの目撃情報は少ないが、希少種の保全



上重要な地域）での捕獲を担ってきた。今後も沖縄県が捕獲体制を組めない地域での捕獲

を行うとともに、県や他機関で対応できない空白部分（モデルや基礎的研究などを含む）

を埋める事業を実施し、将来的には年次計画を立て根絶目標が明確になるように展開して

いく必要を感じている。

３　マングース捕獲事業について，現在までの成果を教えてください。希少動物保護に対

する影響・実効性はありましたか？

　環境省の捕獲した個体数は４年間で１個体。予算合計３１００万円で１個体と批判され

ることもあるが、個体数が少ないのは、まだ目撃情報の少ないがやんばるの希少種を保護

する上での核心地域内で実施しているため。１個体の捕獲でも年間２０kg 程度のエサと

なる在来種を保護したことになる。

４　マングース捕獲事業について関係機関との連携について教えてください。

　沖縄県自然保護課とは頻繁に連絡を取っている。委託業者が同じため、外来種目撃情報

の伝達や共同作業などスムーズに展開している。またその他の機関にもマングース捕獲事

業の状況についてお知らせし、意見の交換を行っている。

５　マングースの捕獲方法について，現在採用している捕獲方法とその問題点について教

えてください。

　餌によるワナへの誘引を行っているが、個体数密度の低い地域での捕獲効率が悪い。お

そらく警戒心の強い個体は捕獲されずに残ってしまう。今後は誘因剤を開発し、それを用

いるなど密度低下地域でも残留個体を捕獲できるような方法を編み出さなくてはならない。

　希少種の多い地域では、希少種のワナへの錯誤捕獲がある。ワナ内での事故を避けるた

め人海戦術で対応しており（県では１日１回、センターでは１日２回のワナの見回り。）、

これが費用対効果の低い理由である。逆に将来的に希少種の少ない、あるいはいない地域

で捕獲を行う際には、見回り頻度を下げることにより費用対効果を図るのがよいと思う。

６　マングースの捕獲事業の委託先とその予算について教えてください。報奨金を払うな

どの制度はあるのでしょうか。

　平成１３年度以降、南西環境研究センターに委託している。委託金額は前述。

奄美大島のような全島での駆除を目的としていないため、報奨金制度は検討していない。

やんばるのマングースの捕獲が目的であるから、他の地域で捕獲しても、希少種の保護と

いうことから考えると、無駄である。全島駆除のためには、相当の予算が必要になる。

７　全面駆除はそもそも可能なのでしょうか。不可能な場合の代替策としてどのようなも

のが考えられますか。

　現在の対策費ではマングースの増加分が抑制されている。これまでの捕獲ワナによる捕

獲では在来種の捕獲による事故を避けるために一日に１~２回の見回りなど人海戦術によ

るもので費用対効果はさほど大きくない。しかし、今後、誘引剤の開発など、より効率的

な捕獲方法が考案されることで全面駆除は可能。

　誘因剤の研究としては、生き餌等を検討している。設置方法も研究している。



　仮にマングース１個体当たり年間に２０ｋｇのエサを食べ、その１％をヤンバルクイナ

が満たしていたとすれば、これまでに沖縄県が捕獲した個体とその増殖率（４０％）から

試算すると、もし捕獲事業をしていなければ既にヤンバルクイナは絶滅していた可能性が

ある。ちなみに胃内容物あるいは糞から年間で１％の被食者を見つけ出すことは困難であ

り、そのことが、マングースがヤンバルクイナを捕食した直接証拠がない原因の１つにな

っていると推測している。

　将来的に根絶が不可能と判断された場合は、より狭い範囲での希少種生息地域の囲い込

みや絶滅に瀕する希少種の域外飼育なども検討する必要があるかも知れないが、現状とし

ては全面駆除を目標に進めていくことが重要である。

８　マングースを完全に駆除した場合，逆に生態系に影響を与えることはないのでしょう

か。

　複数の外来種が入り込んで長い年月を経過している地域では別の外来種が増加すること

による影響が軽微ではないことが報告されている。しかし、やんばるでは希少種生息の核

心地域におけるマングースの入り込みは近年になってからのことである。他の外来種によ

る影響が増大することを恐れてマングースの捕獲体制をゆるめることの生態系に対する影

響の方が大きいと思われる。もし他の外来種による影響が大きければ次の段階としてそれ

らも排除すべきと考える。

９　マングース北進の理由として，どのような点が上げられますか。ダムの建設，林道の

建設などと因果関係はあるのでしょうか。具体的に教えてください。

　不明。しかし、マングースは林内より開けた場所から侵入すると思われるため、林道だ

けでなく県道なども北進に利用している可能性は高い。ダムの建設時にも道路や開けた場

所が長年にわたり放置されれば北進しやすい環境となりそうであるが、ダム建設後は湖面

が動物の移動を妨げる働きがあると考えられる。

１０　マングースを駆除しなければならない理由は，マングースが希少動物を補食してし

まうからでしょうか，それとも，マングースの食性とヤンバルクイナ等の食性と重複し，

生態系の競合があるからでしょうか。

　駆除の理由は在来動物の捕食。食性でのヤンバルクイナとの競合については両者で共通

する餌動物の個体数は豊富と考えられるので、今のところ多大な影響はないのではないか

と思われる。

１１　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の制定により，マング

ースの捕獲事業についてどのような変化が予想されますか。

　少人数による核心地域での防御的な意味合いの捕獲中心の事業から、侵入防止柵の検討

や小区画での捕獲排除、地元住民の協力を得た大人数での捕獲体制へのシフト、より効率

的な捕獲方法の構築など、この法律により、次のステップに進むことに期待したい。

【ノネコについて】

１　ノネコの分布域の拡大，個体数の調査結果について教えてください。



　環境省によるノネコの捕獲は、国頭村内に限定されるが平成１３年度１６頭、１４年度

２８頭、１５年度３２頭、１６年度２０頭。沖縄県は１４年度８５頭、１５年度５７頭、

１６年度２１頭（１０月２１日現在）。

２　具体的なノネコによる被害状況を教えてください。

　センター内掲示物を用いて説明を受けた。

３　ノネコの発生原因について教えてください。

　他地域からの捨て猫に由来する。

　他地域からの捨て猫→地域での不適正飼養→ノネコ

　　　　　　↓　　　　　　　　　　＜繁殖＞

　　　道路脇で遺棄　→　ノネコ　→　増加

他地域から捨てに来る理由として、沖縄県では年に３~４回繁殖し、積雪がないため、個

体数増加が著しいため。近年まで猫を食べる習慣があったことや、増加した個体を殺鼠剤

で殺していたが、それらがなくなったため、他地域でも増加の一途をたどっている。

４　ノネコの捕獲事業についての方針・今後の計画を教えてください。

　ノネコの捕獲は来年度以降のマングースの捕獲体制によるが、今後も継続していきたい。

５　家ネコがノネコ化しないための方策（マイクロチップの埋め込みなど），繁殖しない

ようにするための方策（去勢，避妊）についての貴センターの取り組みについて教えてく

ださい。

　環境省から沖縄県に施行委任した『飼養動物との共生推進総合モデル事業』において３

村内の飼い猫についてはマイクロチップ埋め込みと不妊手術が行われている。センターで

はこの事業を推進する委員会に参加し助言を行うとともに、事業の普及啓発活動に参加し

ている。また、事業の取り組みについて来館者にアピールしている。

（センターのマイクロチップリーダーを用いて説明を受ける。）

６　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律は，特定外来生物を海外

からの移入種に限定しており，ノネコはその対象になりませんが，このような区別は，現

場にどのような影響を与えると予想されますか。

　やんばるにおいてはノネコを対象に加えることによるメリットとデメリットは予測不可

能。モデル事業が発端となって３村で適正飼養条例が策定されることから、この条例が適

正に運用されれば３村内集落からのノネコ発生はなくなり、他地域からも捨てにくい地域

になると思われる。一方、ノネコ、ノイヌ以外のいわゆるエキゾチックアニマルの外来種

化が危惧されることから、その対策が必要と考える。

７　これまでの活動の成果について

　集落近辺における飼い猫の去勢、マイクロチップの埋め込み、及び、啓蒙活動のために

他の地域からやんばるにペットを捨てにくくなっている。



【動物愛護団体との問題】

１　動物愛護団体等から，アニマルシェルターの設置，去勢手術をすれば捕殺しなくても

良い等との指摘がありますが，その意見についてどう考えますか。

　動物愛護団体等からはノネコとマングースの去勢と去勢後の放獣等の要望があった。し

かし、マングースについては捕獲数が多くシェルターは無理、臭腺があるため去勢手術に

も一般の動物病院では不可能である。ノネコについても飼い猫と性質が異なるため、ノラ

ネコのような体制を取ることは不可能である。放獣を行なえば、それらの個体が死亡する

まで在来種を捕食し続けることになる。団体からの全ての要求を受け入れると行政での飼

育、あるいは愛護団体へのサポートが前提であった。ネコ１頭の終生飼養には１００万円

以上の経費がかかるという算出もあり、稔出は困難である。

２　マングース，ノネコの処理をめぐって，動物愛護団体と具体的にどのような対立があ

ったのでしょうか。

　動物愛護団体の意見として、「ノネコは全て捨て猫に由来する。人によって捨てられた

ネコも被害者であり、捨てさせないための普及啓発活動を実施して来なかった行政が悪

い。」また、「地元３村でも適正飼養されておらず、そこからの野生化もあるはず。」とい

う指摘を受けている。しかし、３村では、飼い猫の適正飼養の普及啓発活動、モデル事業

の実施している。

　また、「殺処分はやめてほしい。譲渡機会を与えてくれれば、全て引き取る。」という意

見も受けており、この意見に対し、動物愛護センターと同じ抑留日数（祝祭日を除き４日

間）を確保。引き取りには愛護団体と同様の誓約書を用意。国内外の愛護団体にＨＰなど

で呼びかけ、ＦＡＸ、電話、手紙、メイルなどが殺到した。賛否両方のメッセージを受け

取る。批判団体には同じ文面を流したり、関係ない部局に迷惑をかけるケースも見られた

が、そのことが逆に愛護団体間で多様なスタンスを取られることになった。

【啓蒙、教育問題活動】

１　貴センターは，移入種問題について，どのような教育活動，広報活動をしていますか。

　教育活動：センター利用者に展示による解説。総合的学習や修学旅行での利用について

は、事前打ち合わせが行われたものについては可能な限り職員が解説を行っている。とく

に地元３村の学校に関しては、センター内での解説の他、年に数回、巡回も行っている。

環境学科のある辺土名高等学校では、年に数回は講師依頼があるため、授業で外来種問題

について解説している。

　広報活動：国道５８号線での捨て猫防止キャンペーンをＮＧＯと行なっている。名護警

察署による全国はじめての「捨て猫防止のための検問」を支援。マスコミ取材には可能な

限り対応し、ＮＨＫ、民放ラジオ等にも出演。

２　その結果，どのような意識の変化が現れていますか？

　教育活動：国頭村立北国中学校、楚洲中学校の子ども会、東村立高江小中学校、大宜味

村立津波小学校で捨て猫防止看板（２~３年）が設置された。津波小学校６年は全国大会

に出場し、ＰＴＡにも再三にわたるアピールを実施。津波小学校では、総合学習の時間で、

ペットを飼う責任について検討（この問題点をテーマにして生徒が制作したＣＤ－ ＲＯＭ



あり）。

【希少種減少のその他の原因】

１　生息地域の分断，ダム建設，林道建設，ごみ処理場等の問題は，固有種・希少種の減

少にどのような影響を与えていますか。移入種問題とどのような関係がありますか。

　生息地域の分断：それぞれの希少種の生態によって森林への依存状況は変わると考えら

れるので、全ての種に対して同等の影響があるわけではない。森林伐採、大規模農地等は、

林齢の高い森林で行われた場合、大径木をねぐらに用いるノグチゲラや樹洞内で生息する

ヤンバルテナガコガネの生息環境を破壊することになる。

　ダム建設：ハナサキガエル繁殖地の水没など生息地の損失、小動物の生息地域の分断、

両側回遊性の水生生物の回遊阻害、ダム下流域での渓流植物群落への外来植物の入り込み

などが考えられる。

　林道建設：側溝による小動物の生息地の分断、Ｕ字溝への小動物の落ち込み、改良され

た側溝から這い出た小動物の路面での轢死が確認されている。外来種の侵入経路、ペット

遺棄が危惧されるが、県道や国道からの侵入状況とどの程度の違いがあるのかは不明。林

道のできたことによる影響と林道の使い方による影響を分けて考える必要がある林道が出

来ても、密猟の季節は、林道の夜間封鎖するなどの対策をとるべき。

　ごみ処理場：伐採を行い、谷部を埋めることによる生息地の破壊、一部の種の異常繁殖

等が考えられる。一方、処理場が整備されないことは森林内への不法投棄を招くことにな

る。

２　交通事故による希少種の被害状況について教えてください。

　ヤンバルクイナについては、ヤンバルクイナのロードキル（小高・澤志（２００４））。

ある程度のスピードでヤンバルクイナは動けるので林道でヤンバルクイナの死亡例は少な

い。時期としては、繁殖期の５月に死亡例が多い。また、週末、やんばるに観光に来る人

が増え、死亡例が見られる。

３　交通事故等により傷ついた希少動物についてどのような保護をしていますか。

　やんばる野生生物保護センターへは年間数十件の傷病鳥獣が搬入されるが、ガラス窓へ

の衝突による脳震盪など直ちに放鳥できるケースを除いて、沖縄県の傷病鳥獣保護収容指

定施設（沖縄県獣医師会指定動物病院、ネオパークオキナワ、日本野鳥の会やんばる支部、

沖縄子どもの国）を活用。とくにヤンバルクイナ等国内希少野生動植物種の死傷個体につ

いては、連絡・搬送体制を整備。

【増殖事業計画】

　ヤンバルクイナなどの希少動物の増殖計画について，貴センターとしてはどのように考

え，今後どのような方針ですか。

　ヤンバルクイナの生息状況や海外における近縁種の保護増殖状況の把握に努めるととも

に、社会的状況把握を行なう。これらを元に専門家のご意見を伺いながら、増殖計画の方

向性を決めていきたい。



　ヤンバルクイナが発見されて、やんばるのイメージが高くなったし、経済効果もある。

　人工増殖するためには、遺伝的な多様性の確保をする必要があり、数が少なくなってし

まう前に、着手する必要がある。ヤンバルクイナの減少の速さは、ノグチゲラの減少の速

さとはくらべものにならない。

【法的規制等】

１　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の制定により，貴センタ

ーの業務にどのような影響が出ると予想されますか。

　多忙になると予想される（笑）が、やんばるの現状を考えると外来種問題の解決に向け

てより積極的に取り組んでいく必要があると思う。

２　移入種問題に関し，法律，条例等による規制の必要性について，現場サイドからどの

ような要望がありますか。

　野生化しやすいエキゾチックアニマルの規制が重要。可能であればより強いペット販売、

飼養規制に踏み込んでほしい。また淡水魚類については水産資源保護の面からも放流規制

が必要。

　また、全国的に学校現場からの外来種発生が生じていること、学校飼養動物の取り扱い

が悲惨な状態である。（ある小学校では数羽の鶏が１００羽以上になりどんどん死んでい

く状況にあり、動物愛護の教育にはならない。）教科書にもきちんと外来種問題を掲載し、

学校飼養動物の飼育環境を改善するなど、教育現場の体制を整えてほしい。

３　やんばる地区の移入種問題・森林保護問題等について，弁護士など法律家に対しどの

ような役割を期待しますか。

　法律による規制や裁判提訴は最終的な手段であり、決まり事がなくとも皆がよく考え、

話しあい、問題を解決していくのが望ましいと思う。地域が自主的に外来種問題や森林保

護問題に取り組む雰囲気になり、それを周りが支援できるような枠組みを考えてほしい。

【ヒアリング後】

　センター内の展示品を見学した後、捕獲されたばかりのマングースを見学した（巻頭写

真）。

　カゴ罠の説明を受ける。例えば、カゴ罠の後ろに黒の網をかけているのは、希少種が入

った時に雨に当たって死なないようにするためと少し暗くした方がマングースを捕りやす

いという意見のため。設置する際に、下の部分は、落ち葉等で隠すが、隠しすぎるとマン

グースではなくネズミが入ってしまうとのことであった。

　マングースは、本島全体で何万頭もいると予想され、マングースを早期に駆除しなけれ

ば、後に駆除しなければならない数がかえって増えてしまうとのことであった。


