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沖縄島で再発見された絶滅危惧種
オキナワトゲネズミ保全のための調査
アージ研究会
河内 紀浩・小松 知普・岩崎 誠・中田 勝士
Research for conservation of the Okinawa spiny rat rediscovered in Okinawa Island
Okinawa spiny rat research group
Norihiro Kawauchi，Tomoyuki Komatsu，Makoto Iwasaki and Katsushi Nakata
オキナワトゲネズミの保全活動を行うために、1）生息状況調査、2）テレメトリー法による行動圏・
活動性・ねぐら調査、3）聞き取り・既存資料調査を行い、本種の基礎的な生息・生態調査を行った。
これらの調査により、現在判明している生息範囲外において低密度で生息していること、2月～6月ま
での行動圏は100％最外郭法で約3,700～5,000m2、活動は20～0時、5～10時、休息は14～19時に高頻度
で確認された。ねぐらは3ヶ所以上持ち、木の根元の穴を多く利用していた。また、それぞれのねぐ
らの出入り口は2ヶ所以上確認された。本調査により、初めて本種の基礎的な生態（行動圏・活動性・
ねぐら環境等）及び新たな生息地域が明らかとなった。
1．はじめに

2．調査地

トゲネズミ属Tokudaiaは中琉球の固有な属で、奄

沖縄島（面積約1,208km2）は琉球列島のほぼ中央に

美 大 島 （ 1933 年 発 見 ） に ア マ ミ ト ゲ ネ ズ ミ T ．

位置する沖縄諸島の一つであり、その北部地域（通

osimensis、徳之島（1977年発見）にトクノシマトゲネ

称：やんばる）は自然環境が比較的多く残っており、

ズミT．tokunoshimensis、沖縄島（1946年発見）にオキ

固有種が多数生息する地域である。やんばるの植生

ナワトゲネズミT．muenninkiの1属3種が生息する。

はスダジイCastanopsis sieboldiiが優占し、オキナワ

オキナワトゲネズミは沖縄島北部にのみ生息する

ウ ラ ジ ロ ガ シQuercus miyagii 、 タ ブ ノ キ Machilus

固有種で、国の天然記念物に指定されている。本種

thunbergii、マテバシイLithocarpus edulisなどのブナ

はノネコ等の外来種からの捕食圧や森林伐採などの

科カシ群やクスノキ科などの亜熱帯性常緑広葉樹

影響により生息状況が悪化していると考えられてお

に覆われている。調査地は国頭村の北側の森林地域

り（大島ら 1997、河内・佐々木 2002）、環境省及び

とし、これまでにオキナワトゲネズミの記録のあっ

沖縄県版RDBにより絶滅危惧IA類に指定されている。

た地域を対象とした。今回、詳細な位置情報は希少

しかし、本種の分布や生態調査はほとんどされてお

種保全の観点から記載しないこととした。

らず、2008年3月に捕獲されるまでその生息状況は不
明であった。2008年3月時点で確認された生息範囲も
十数ヘクタールと非常に狭い範囲であった。また、

3．方法
（1）生息状況調査

本種の生態情報についても全くわかっておらず、今
後の保全対策には生態学的情報が不可欠である。

生息状況調査は沖縄島北部の国頭村の森林内で、
2008年12月から2009年5月にかけて、フィルム式の
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自動撮影カメラ（麻里府商事製、Field NoteⅠa）を用

クマネズミ、鳥類ではヤンバルクイナGallirallus

いて本種の生息状況の調査を行った。フィルムは

okinawaeとアカヒゲErithacus komadoriの撮影率が高

ISO400・36枚撮りを使用した。撮影結果は哺乳類も

い結果となった。

しくは鳥類が撮影されたものを有効撮影枚数とし、

オキナワトゲネズミの確認地域は7地域中3地

動物種ごとに撮影地点数でとりまとめた。また、撮

域で、確認地点は22地点、地点平均撮影率が18％（11

影開始時刻と終了時刻からカメラごとに稼働日数

～60%）となった。本種の確認地域はC・D・E地域（地

を求めた。

点間直線距離：CとDが1.8km、DとEが0.7km、CとE

（2）テレメトリー調査

が2.4km）と調査地の北側の比較的近い地域に集中

テレメトリー調査は2009年2月から6月にかけて、

していたが、特にCとD地域での確認地点が多い結果

沖縄島北部国頭村の森林域で行った。まず、はじめ

となった。また、本種と体の大きさなどが類似して

に本種に電波発信機を装着するために小型の箱ワ

いる外来種のクマネズミは全地域で確認されてお

ナ（約10×14×22cm）を用いて、捕獲を行った。捕獲

り、確認地点数は37地点、地点平均撮影率は31%（10

した個体は外部計測後、一部を改良したカナダ製

～63%）となった。

（Holohill system Ltd）の首輪式の小型発信機（重量：

国頭村の森林内には在来のオキナワトゲネズミ

約4～4.8g）を装着し、捕獲地点で放逐した。位置の

と同所的に外来のクマネズミが生息していること

測定は八木アンテナを用いて3方向以上から記録し、 やクマネズミがオキナワトゲネズミよりも多数確
三角法により位置を確定した。調査は個体ごとに毎

認されたことから、優占的にクマネズミが生息して

月1回、24時間連続（1時間に1ポイント）の追跡を行

いるものと考えられた。また、過去の文献によると

った。また、1日1～数地点の任意の方探を月に4日

（表2）、クマネズミはやんばるの森林内には生息し

以上を行った。ねぐらの位置の確定は電波の方向や

ていなかったと推測されるが、1997年以降に国頭村

強さにより特定した。ねぐら環境の記録として、場

の森林内で確認されるようになり、確認率から推定

所、樹種、胸高直径、出入り口の数を記録し、ねぐ

すると、近年、その生息密度が高くなっているもの

ら地点を中心に10m四方で胸高直径10cm以上の木

と考えられた。そのため、体の大きさが類似してい

本類を対象に植生調査を行った。

るクマネズミの侵出はオキナワトゲネズミにとっ

（3）聞き取り・既存資料調査
聞き取り調査は2008年11月から2009年6月にかけ

表1

て行った。本種は森林性の小型哺乳類で、一般的に
あまり知られていないため、調査対象者はやんばる
地域在住の林業関係者や生物関係者を中心に行っ
た。既存資料は文献や報告書、書籍などを中心に収
集を行った。
4．結果および考察
（1）生息状況調査
自動撮影カメラ（以下、カメラとする）は7地域（南
からA～G地域）に119地点に設置した。カメラの稼働
日数は1,526.5日、有効撮影枚数は2,968枚で、8種の
哺乳類（外来種のノネコFelis catus・ノイヌCanis
familiaris・クマネズミRattus rattusの3種を含む）と12
種の鳥類の計20種が確認された（表1）。哺乳類では
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カメラによる確認種とその割合

て餌資源等で競合する可能性があり、本種の生息状
況を悪化させることが推測され、クマネズミへの対
策を考慮する必要があるものと考えられた。
（2）テレメトリー調査
1）行動圏面積と空間配置
2008年2月16日に捕獲した♀成獣2個体（♀01・♀
02）と♂亜成獣1個体（♂01）の計3個体に発信機を装
着し、追跡を開始した。各月の追跡日数、地点数、
行動圏面積、行動圏の空間配置を示した（表3、図1）。
2月中旬に捕獲したため、2月の追跡日数及び地点は
少なくなっている。行動圏面積は各個体や月により
大きな差が見られるが、2月から6月の行動圏は約
3,700～5,000m2とほぼ同じ値を示した。月別の空間
配置をみると、成獣♀2個体の行動圏はどの月にお
いても重なりがなく、サンプル数は少ないものの、
テリトリーを持って生活している可能性が考えら

図1

月別の行動圏の空間配置

図2

2月から6月までの活動割合

れた。また、調査終了後には再捕獲を行い、すべて
の個体の発信機を取り外した。
2）活動性
位置確定時に電波の入力状況から活動及び休息
を記録し、データを1時間ごとにまとめ、その割合
を算出した（図2）。活動と休息は終日見られるが、
活動は20時から0時及び5時から10時にかけて70％
以上の割合で活発が記録された。休息は14時から
19時にかけて50％以上の割合で確認された。本種

表2

文献による過去のクマネズミの生息状況の推移

表3

月別の調査日数、地点数、行動圏面積
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は日中及び夜間にも活発に活動しており、夜行性の

オキナワトゲネズミが利用しているねぐらは地

ノネコだけではなく、昼行性のマングースにも捕食

面の木の根元にあるもしくは掘った穴を主に利用

される可能性が高いと考えられた

しており、出入り口も2～5ヶ所ある場所であった。

3）ねぐらの形状

（3）聞き取り・既存資料調査

すべての個体において、3ヶ所以上のねぐらを持

オキナワトゲネズミの情報は聞き取りで14件、既

っており、確認できたオキナワトゲネズミのねぐら

存資料は7件、新聞記事が1件の計22件の位置情報を

環境は木の根元に空いたもしくは掘った穴が6ヶ所、 得ることが出来た（表5）。過去の状況をみると、大
石及び木の根元に空いた穴もしくは掘った穴が1ヶ

宜味村や国頭村では普通に生息していたものと考

所、人工物が1ヶ所であった（表4）。ねぐらに用いた

えられ、名護市源河においても年代は不明であるが、

木の樹種はスダジイが3ヶ所、マテバシイが2ヶ所、

生息していた可能性がある。聞き取りでは比較的

イスノキが１ヶ所、エゴノキが１ヶ所で、胸高直径

1990年代までの情報が多く、2000年以降は情報が少

は12～32cmと幅があった。人工物は道路わきの側溝

なく、既存資料ではノネコなどの糞からの情報が多

内でリターの溜まった場所であった。

く、生きた個体の情報は少ないのが現状であった。

表4

巣穴の形状及び植生

表5

聞き取り・既存資料一覧
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5．結論
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Below foundamental ecological Research was carried out for conservation Okinawa spiny rat Tokudaia muenninki :
1) sensar camera survey, 2) home range and activity, nest research, by using radio-telemetry, 3) fact-finding on the spot
and existent record research.By these researches, we found that they also live low density in out of known habitats, home
range is about 3700~5000m2 by Maximum Convex Polygon during Feb to June, adult female have exclusive home
range, activity period found at 20-24, 5-10 o’clock, resting period found at 14-19 o’clock. They have more than three
nests that mostly used tree root den. There are more than 2 entrances each nests. According to this research, fundamental
ecology (home range, activity, nest environment,etc) and new habitats was revealed for the first time.
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