御蔵島紀要「Mikurensis

—みくらしまの科学—」の刊行について

これまで御蔵島では、自然科学や人文科学、社会科学の分野において、独特な風
土に焦点をあてた調査研究が数多く行われてきた。このことは、島の自然や風習を
守り伝えてきた御蔵島島民の所産とも言える。しかし、研究成果が発表される場は、
それぞれの学問分野の専門誌や学会であることが多いため、島民への知識の還元が
されにくい状況にある。
自分たちが暮らす島を、研究を通した客観的な視点で知ること、そしてそれを引
き継いで行くことは、郷土愛の増進とバランスの良い地域の振興に大きな意味を果
たすだろう。
御蔵島紀要 Mikurensis では、分野を問わず御蔵で行われた研究を掲載し、島民
のための御蔵島学の蓄積に資することを目的とする。
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亜種）に関する研究
有田
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斉
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E-mail: hitoshiarita@outlook.jp

はじめに

東京から南約 200km に位置する御蔵島は，その地形がもたらすとおもわれる独特な環境
故に伊豆七島の中でもユニークな生物相をもつ（有田 2018）．昆虫で御蔵島の名前が冠さ
れる種類として，ミクラクロヒカゲとミクラミヤマクワガタが知られるが，ミクラミヤマ
クワガタは伊豆諸島の神津島にも生息し，近似種が遠く離れた中国福建省でも見出されて
いる．世界で御蔵島のみに生息するものはミクラクロヒカゲ（以降ミクラクロと呼称する）
である．図 1 でミクラクロ（図 1a）と本土産クロヒカゲ（図 1b）を比較するが，ミクラク
ロは①オス（♂），メス（♀）共に小さく♂の翅裏面の地色が黒っぽく♀裏面はやや赤味を帯
びる，② 翅形がやや尖り上翅裏面白帯（青色矢印→で示す）が本土産に比べてはるかに鮮
明であること， ③裏面眼状紋（赤色矢印→で示す）の発達が極端に悪いことが理解される．
他方，本土産クロヒカゲは翅形が丸みを帯び大型で，裏面眼状紋は前翅裏面から後翅裏面
に環状の橙色と青紫色に囲まれる眼状紋とし
て大きく発達する（図 1b）．このような本土産
クロヒカゲとの顕著な違いから，本土産原名亜
種 [Lethe diana（Butler 1866）]に対し御蔵島亜
種（ssp.mikuraensis Shirôzu 1975）と亜種記載さ

♂

♀

♂

♀

a．ミクラクロヒカゲ（御蔵島産クロヒカゲ亜種）

れている（白水 2006）．ミクラクロが本土産ク
ロヒカゲ（九州・四国・本州から北海道まで広
く分布する）と異なる種類（別種）であるのか，
あるいは御蔵島という特殊な生息環境で隔離
された地域で特化し，形質の大きく異なる本土
産クロヒカゲ亜種＊ であるのかという点は長い
間解明されずに今日に至っている．

b．クロヒカゲ（本土産クロヒカゲ原名亜種）

図 1．御蔵島産クロヒカゲと本土産ク
ロヒカゲの後翅面の比較
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筆者はこの未知の課題を解決するために，御蔵島村役場より調査許可をいただき，2017
年から 2020 年にかけてミクラクロと本土産クロヒカゲの交配実験ならびに戻し交配実験
に成功し，ミクラクロと本土産クロヒカゲが同種であることを明確に証明したので下記に
概説する（有田ら 2020, 2021）．同じ亜種であっても，ミクラクロヒカゲほど本土産原名亜
種と比較してあたかも別種とおもえるほど極端に特化するケースは極めて珍しい．御蔵島
という環境がこのような奇異なる生物の変異をもたらす極めて貴重な地として位置づけら
れることを理解する一助になれば幸いである．
（＊亜種：基本的に同種であるが，特化して異なる形質をもつもの．）
結果と考察

1. 本州産クロヒカゲとミクラクロヒカゲは同種か別種か？
まずミクラクロと本土産クロヒカゲが同種か別種かを知る手
段として，交配実験による方法が基本的である．吹き流しのケー
ジに本土産クロヒカゲ♂と飼育したミクラクロ♀を入れて放置
する．♂と♀の翅を指でつまんで強制的に交尾させるハンドペア
リングという手法が大型アゲハ類やオオムラサキなどでは一般
的であり，本種においても山辺（2017）がハンドペアリングに成
功しているが，技術的に困難で第 1 代雑種（F1）までの作製し
か報告しておらず，同種か別種かの結論には至っていない．筆者
は本土亜種 2♂とミクラクロ 1♀を吹き流し内に入れてケージペ
アリングを試み，チョウの世界でも相性があるのか♂も♀も互い
に無関心で交配は難しいかなと半ば諦めかけた 5 日後に，幸運
図 2．クロヒカゲの交尾

にも交尾が確認された（図 2）．

採卵用ケースで食草のササをセットして，3 日間で 80
卵近くササの葉裏に産卵した（図３）．卵は 8 日前後で孵
化し，幼虫になった．室内を 20~22℃に設定して自宅近く
に自生するササ類を用いて雑種第 1 代（F1）を飼育した．
ミクラクロ幼虫は 4 齢で蛹化するが，本州産クロヒカゲ
ならびに F1 個体は 5 齢で蛹化することが明らかになっ
た．また．ミクラクロ幼虫（図 4a）と蛹（図 4b）は緑色
であったが，本州産や雑種第 1 代の幼虫と蛹は茶色であ
図 3．ササ葉裏に産み付けられ
たられた卵

った（図 4c）．本実験で得られたミクラクロと本州産クロ
ヒカゲの雑交幼虫は無事成虫になったが，翅裏面は前翅
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裏面白帯（→で示す）を除いて，眼状紋などの特徴が基本

20mm

的に本州産クロヒカゲの形質を示した（図 5a）．本結果
は，本州産クロヒカゲの裏面眼状紋の形質発現に関係し
ている遺伝子が顕性（優性）であることを示すものであ

a

る．他方，F1 個体の上翅裏面の白帯は本土産亜種と比較
して鮮明であり，ミクラクロの持つ遺伝子が顕性である
ことを示唆する．次に同種か別種かを明確にする実験と

b

して不可欠なことは，F1♀と♂をそれぞれ本州産クロヒカ
ゲとかけ合わせて子孫の維持継続が可能であるかどうか
である．正常な生殖能が維持され，かつ子孫に異常がな

c

い場合は同種であり，何らかの不具合があれば別種の可

図 4．ミクラクロ幼虫と蛹

能性が大きいということである．このような掛け合わせ

およびクロヒカゲ幼虫

実験を「戻し交配」と呼ぶが，種を決定づける交配手
法として不可欠のものである．第 1 回目の戻し交配実験で得られた個体を「戻し交配第 1
代（Back-Cross 1: BC1）」と呼ぶ．異なる種類であっても雑交は自然界でもしばしば見られ
るが，遺伝的背景が大きく異なる種類（別種）の雑交では得られた♀には生殖能が無いか，
たとえ幼虫が得られても途中で死亡するか成虫になっても奇形や何らかの異常が生じ種と
しての継続ができない（雑種崩壊と呼ぶ）．本研
究で F1♀と本州産クロヒカゲ♂を吹き流しで人工
交配して戻し交配第 1 代（BC1）の作製を試みた．
♂

♀

a．ミクラクロヒカゲ♀× 本土クロヒカゲ♂（雑種第 1 代：F1）

本州産クロヒカゲ♂と F1♀は交尾し，卵も孵化し，
幼虫も 5 齢で蛹化して無事羽化にいたった（図
5b）．同様に本州産クロヒカゲ♀と F1♂でも同じ
結果が得られた（逆 BC1）．この事実は，ミクラ
クロと本州クロヒカゲは形質面では全く異なる

♂

♀

b．F1♀× 本土クロヒカゲ♂（戻し交配第 1 代：Bc1）

図 5．ミクラクロとクロヒカゲの雑種第 1 代

が（図 1a，b），F1 ならびに BC1 の交配実験の成
功により基本的に同種であることを初めて明確
に示した．

（F１）と戻し交配個体（Bc1）

2. ミクラクロヒカゲの形質遺伝子の発現実験
先のミクラクロと本州産クロヒカゲの交配実験により得られた子孫の特徴は後翅裏面眼
状紋の発現が圧倒的に本州産タイプであることから，本州産クロヒカゲの眼状紋にかかわ
る遺伝子が顕性（優性）で，ミクラクロの発現遺伝子が潜性（劣性）であることが理解され
る．逆に前翅裏面白帯の特徴は F1♂と♀で鮮明なミクラクロタイプが顕著に現れることか
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ら，ミクラクロ遺伝子が顕性であることが理解
される（図 5a）．形質発現にかかわる遺伝子が
一 個 の 場 合 は メ ン デ ル の 法 則 に よ り F1♂と
F1♀を掛け合わせることによって得られる雑種
第 2 代（F2 と呼ぶ)の子孫に潜性遺伝子の発現

♂

♀

♂

♀

a．ミクラクロヒカゲタイプ

が 4 分の 1 の確率で発現する．しかしながら，
ミクラクロと本州産クロヒカゲの斑紋や形状
の違いは複数あり，単一の遺伝子で説明できる
ような単純なものでない．複数の遺伝子がかか
わっているため，単純に交配実験で完全なミク
ラクロ型を再現することは確率的にかなり困

b．本土産クロヒカゲタイプ

図 6．F1♂×F1♀による雑種第 2 代（F2）

難である．F1♂と F1♀を掛け合わせて多数（約
90 頭）の F2 個体を得た．ミクラクロに近い形質を示す 1♂，4♀が得られたので，図 6a に
示す．眼状紋部分を図 1a のミクラクロ画像と比較していただきたい．後翅裏面亜外縁の眼
状紋が本州産と異なり，ミクラクロ型により近い特徴が♀で得られていることを理解いただ
けるであろう．同じ F2 個体の中でも本州産クロヒカゲの特徴を示す個体が圧倒的に多くみ
られたが，典型的な個体を図 6b に示す．裏面眼状紋が本州産と変わらない発達が見られる．
なお，本稿では結果は割愛するが，BC1♂と BC1♀を交配すると，卵の孵化率が 30%以下（従
来は 90%以上）と異常に低いうえ，幼虫や蛹での死亡や奇形が多くみられ，羽化に至った
個体についても♂♀共に翅形が大きく異なる個体が得られたことから（雑種崩壊），ミクラ
クロは本土産とは遺伝子の上で何らかの重大な違いがあり，ミクラクロが別種として進化
の過程にあることが考察された．
おわりに

以上，4 年間にわたる交配実験で長い間解決されていなかった御蔵島遺存種であるミク
ラクロヒカゲと本州産クロヒカゲが遺伝学的には同種であることが明らかになった．この
問題が蝶研究の世界で長い間解明に時間を要した最大の要因は交配実験が困難であったと
いう点につきる．本稿では交配の細かい技術的な点は割愛したが，これだけ交配困難な気
難しい種も珍しい．クロヒカゲ御蔵島固有亜種（ミクラクロヒカゲ）は世界で御蔵島のみに
しか生息がみられない稀有な形質を示す亜種であり，別種としての進化の過程にあること
が交配実験より推測されるので，御蔵島の宝として島民の方々にさらなる関心を高めてい
ただき，本研究結果が生息環境も含めた保護活動を進める上での一助になれば幸いである．
筆者はミクラクロヒカゲ以外の種類についても調査を行ってきたが，アワブキ科サクノキ
を食樹とするアオバセセリの裏面色彩が隣接する八丈島と全く異なり，石垣島や西表島の
南西諸島タイプの特徴を有すること（有田ら 2020），モンキアゲハについては本土とは異
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なる翅形や斑紋の特徴を見出し，新規の御蔵島亜種としての記載を進めている（月刊むし，
in press.）．モンキアゲハ御蔵島亜種のホロタイプ標本は東京大学総合研究博物館で保管さ
れる予定である．さらに御蔵島観光協会の小木万布氏との共同調査で伊豆諸島における唯
一の記録空白地帯であった御蔵島のアゲハ（ナミアゲハ）の生息とその特徴についても明
らかにした（有田ら 2020）．
末筆ではあるが，本研究を進める上で，御蔵島村役場の調査許可をいただいた．また観光
協会の小木万布氏はじめスタッフの方々のご協力をいただいたこと深く感謝するものであ
る．
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緒言

御蔵島では 2002 年の御蔵島自然保護条例制定以降，許可のない動植物の採集は禁止され
ており，一般の昆虫採集者が入ることがほぼなかった上に，元々の個体数も少ないため，
条例制定以前を含めてもミクラノコギリ(Prosopocoilus inclinatus mikuraensis)の記録は
極めて少ない．筆者らは伊豆諸島のノコギリクワガタ類の形態と生態を比較する研究の過
程で，捕獲調査を行い，幸運なことに追加個体を得ることができたため，本稿で今回の調
査で得られた個体を図示するとともに，御蔵島での調査結果について報告をしたい．なお，
筆者らは御蔵島村に捕獲調査の申請を行い，正式な許可を得て調査を行っている．
方法
N

調査は 2020 年 8 月３日から 6 日までの計 4 日間
行った．保全上の観点から採集場所の詳細は伏せる
が，御蔵島の南郷から黒崎高尾にかけ幅広く調査を
行った(図 1)．採集方法はバナナを 7m ほどの高さ

で木にぶら下げ，おびき寄せるバナナトラップ
御蔵島

採集(図 2)，昆虫の集光性を利用し，ライトで
おびき寄せるライトトラップ採集（図 3），採集方
法は樹液に来ている個体を見つけるルッキング

黒崎高尾
南郷

採集を用いた(図 4)．
1㎞

図 1．御蔵島
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図 2．バナナトラップ

図 3．ライトトラップ

図 4．ルッキング採集で見つけた様子(式根島)
結果

本調査では雄 35 頭，雌 14 頭の計 49 頭の個体を確認することができた．そのうち雄 5 頭，
雌 2 頭を標本とし図示に用いた(図 5)．
本亜種の特徴として雄の大腮は原名亜種や三宅島の個体群に比べやや細くなり，脛節，
附節は細長くなる．小型個体では内歯が伊豆諸島の個体群の中で最も不明瞭になる．腹部
は細く，小さくなるように感じる．個体間での形態は比較的安定していると思われる．体
色は暗赤色から黒で赤い個体は非常に希であった．雌は他の伊豆諸島の個体群に比べ，光
沢が強く，体表の点刻は粗かった．
考察

本研究で得られた野外採集個体の欠損の無い大歯型の図示（No.1，2 など）は筆者らの知
る限り初めてであり，本調査は大変有意義な結果を残すことができた．しかしながら，野
外最大個体には遠く及ばず，最大クラスになるとどのような形態になるのかといった疑問
は残る．
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本種は個体数が少なく，伊豆諸島のノコギリクワガタの中では最も発見難易度が高いと
思われる．バナナトラップが有効な採集方法であったが，それでも見つけるのは困難であ
った．今回の調査では確認できなかったがオオバヤシャブシ(Alnus sieboldiana)の樹液や
灯火で得ることができると報告されている（松岡・高都持 2010）．本種の個体数が少ない
理由として，ノコギリクワガタ類は人の手が入った開けた二次林に多く生息する虫ことが
知られているが，御蔵島は原始的な森林環境が残っており，ノコギリクワガタが繁殖する
には適していない環境であることが示唆される．また，高所掛けのトラップでしか得るこ
とができなかったため，樹上性が強く，ハチジョウノコギリ(Prosopocoilus hachijoensis)
のような地上徘徊性はないと考えることができる．
発生時期は 6 月から 9 月頃までと思われ，ピークは 7 月下旬から 8 月上旬頃と考えられ
る．幼虫の発見例は筆者らの知る限り無く，幼虫時の生態は不明だが，他の種類同様，不
朽した広葉樹などを食していると思われる．これについては今後の調査に期待したい．

No.1

No.5

No.2

No.3

No.6

No.4

No.7

図 5．今回の調査で得られたミクラノコギリ(Proposocoilus inclinatus mikuraensis)：
No.1-5 male,NO.6-7 female

*画像はほぼ実寸大．標本は鈴木賢紀
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所蔵．

御蔵島の昆虫 の今後

今回の調査とは別に神津島，三宅島で調査を行った際に，八丈島からの移入であろうリ
ュウキュウツヤハナムグリ（Protaetia pryeri oschimana）が多く見られた．本種がノコギ
リクワガタを樹液場から追いやっている姿も見られた．御蔵島では今回の調査で本種の進
入は認められなかったが，繁殖力が非常に強いため進入した際は，ノコギリクワガタやハ
ナムグリなどの樹上性の昆虫に多大なる影響を及ぼすと思われる．また，本種の幼虫は土
壌食なため，土壌環境の変化をもたらす可能性もあり，ノコギリクワガタのみならず，ミ
クラミヤマクワガタ(Lucanus gamunus)などにも影響があることが考えられる．比較的距
離が近い，三宅島に進入してしまったため，御蔵島も本種の進入は時間の問題である．海
洋島の環境収容力は非常に小さく，こういった外来生物が及ぼす影響は計り知れない．一
度入ってしまうと，根絶は困難なため，何らかの対策をとる必要があると考える．
一方で，ミクラノコギリクワガタは個体数が少ないとされているが，これは御蔵島の環
境収容力に適する個体数であり，採集圧や大きな開発がない現状では，特段保護，増殖事
業をする必要は無いと筆者らは考えている．
あとがき

御蔵島は伊豆諸島の中でも異端な生物相を持っており，ミクラミヤマクワガタを始め，
スジクワガタ(Dorcus striatipennis)，ムラサキツヤハナムグリ(Protaetia cataphracta)
やミクラクロヒカゲ(Lethe diana mikuraensis)など御蔵島にしかいない昆虫がいる．また，
未記録ながらヒラタクワガタ(Dorcus titanus pilifer)やイズミヤマクワガタ(Lucanus

maculifemoratus adachii)が生息する可能性や，未だ見つかっていない新種の昆虫がいる
可能性もあり，今後の調査が期待される．しかしながら，御蔵島の生態系への外来生物に
よる侵略はすでに始まっており，今後，御蔵島の豊かな自然が失われてしまう可能性は否
定できない．筆者としては，そのようなことが無いよう願うとともに，今後も伊豆諸島の
調査を続け，新たな知見があれば報告していきたいと思う．
本調査を行うに当たって，種々のご助言していただいた御蔵島村役場・観光協会・住民
の皆様，飯島和彦氏，石井かえで氏，梅田晴行氏，高都持佑輔氏，角田友明氏，松岡進樹
氏，馬渕友貴氏，濱田仁氏，福井敬貴氏にはこの場をお借りして，深く御礼を申し上げた
い．また，つたない文章で大変恐縮ではあるが，本稿を読んで頂いた方にも御礼申し上げ
たい．少しでも御蔵島の豊かな生物相に興味を持っていただければ，幸いである．
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2019年に利島周辺海域で観察された
ミナミハンドウイルカ20頭の個体情報

佐藤容子1）, 小木万布2）, 酒井麻衣3）
1)御蔵島イルカ研究チーム（mido） yokosathorn@gmail.com
2)一般社団法人御蔵島観光協会
3)近畿大学農学部水産学科海棲哺乳類学研究室

緒言

ミナミハンドウイルカはインド洋および西部太平洋の熱帯域と温帯域の沿岸に生息する．
日本においては，沖縄諸島，奄美大島，小笠原諸島，伊豆七島諸島などに，それぞれ独立
個体群が存在する（Tsuji et al.

2017）．

伊豆七島諸島の1つである利島は，東京都心から約130km，大島の南27kmに位置する，
周囲7.7kmの島である．利島周辺海域には，2019年現在，20数頭のミナミハンドウイルカ
が継続的に観察されており，エコツアー業者によってイルカウォッチングも実施されてい
る．辻らの報告によると，過去には，利島周辺海域で，御蔵島からの移出個体も観察され
ており，その後も断続的に利島周辺海域への個体群の移出が確認されている（Tsuji et al.
2017）．本研究では，2019年に利島周辺に棲息する個体の水中観察と個体識別を行い，基
礎的な個体情報を得ることを目的とした．
材料及び方法

調査は利島周囲と，利島の南約6kmに位置する無人島，
鵜渡根周囲の海域にて行った（図1）．イルカウォッチング
業者である利島ダイビングサービスが使用しているダイ
ビング船，豊生丸（藤井雅彦船長）に，エコツアー参加者
と共に乗船し，調査を行った．
本研究にはアドリブサンプリング（Altmann 1974）を
用いた．2019年の水中撮影は全て第一著者が行った．

15

図1．観察海域の略図

撮影に使用したビデオカメラは，GV10374（レッツ・コーポレーション），及びHDR-AS50
（SONY）であった．いずれも水中ハウジングを用いた．イルカの群れを発見したのち，
シュノーケリングを行いながら水中でイルカの特徴と行動を撮影した．映像記録を再生し，
イルカの体表面の傷やヒレの欠けなどの自然標識をイラストに描き記録した（別図参照）．
過去に利島周辺に滞留すると報告された個体の情報（高縄・次郎丸 2012，高縄 2013）
と，得られた映像上のイルカの自然標識を，少なくとも3点照合し，個体識別を行った．ま
た，御蔵島のイルカの個体情報（御蔵島観光協会未公開データ）とも照合を行った．自然
標識が3点以上確認できるが，利島の個体情報（高縄・次郎丸 2012，高縄 2013）と，御
蔵島の個体情報の両方に同一個体がいない場合は，新規個体としてカウントした．識別さ
れた個体の体表にダルマザメによる食痕があるかどうかを観察した．
個体の成長段階（Adult，Subadult，Juvenile，Neonate）の定義はKogi et al. (2004)
に準じ，それぞれA, S, J, N（不明はX）と表記した．性別は腹部の生殖スリットを確認す
ることにより，判定した．オスをM，メスをFと表記した．オトナ個体の腹の下にコドモ個
体が位置するinfant positionまたは授乳が1回でも確認された場合，そのペアを母子と判定
した．母子関係を確認するため，2017年にエコツアー参加者が撮影した動画を使用した．
1回の調査における撮影回数は，各個体がビデオに映り込み，画面外に消えるまでを1回
とカウントした．画面外に消えても30秒以内に戻ってきた場合は撮影回数1回としてカウン
トした．撮影されていても，距離や透明度などの理由で白傷や欠けが3点観察できない個体
は，識別不可としカウントしていない．
結果

2019年3月2日から2019年7月23日のあいだに，計16回出航した．そのうち，15回でイル
カの群れに遭遇した．12回は利島周辺，3回は鵜渡根周辺の海域で遭遇した．16出航中，1
出航のみイルカが利島でも鵜渡根でも観察されなかった．その翌日には利島周辺に同じ群
れと考えられるイルカが観察された （藤井雅彦ら私信）．午後の調査中に利島周辺で観察
された個体が，次の日の午前の調査において鵜渡根周辺で観察されることがあった．イル
カと遭遇した15回とも，水中撮影を行い，映像を解析した．映像の総撮影時間は12時間18
分52秒であった．本研究では20頭のミナミハンドウイルカが識別された．別図に，識別さ
れたミナミハンドウイルカのイラスト例4個体分を掲載した．出来る限り個体の左右体幹の
傷は網羅し，イラストに反映した．尚，腹部，尾部の欠けや傷は一部の個体で観察不十分
であり，イラストに反映できていないものもある．
表1に識別番号，成長段階，性別，御蔵島と利島における個体名，母子関係を示す．過去，
御蔵島ならびに利島で識別された個体（高縄・次郎丸, 2012，高縄, 2013）が，11頭再識別
された．過去の報告で個体識別番号が付与されていなかった個体には，新たに識別番号を
付与した（表1, ＃T101から＃T109）．御蔵島の個体識別調査で識別されていた個体が8頭
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再識別された．新規に識別された個体はSubadultが4個体，Juvenileが3個体であった．ま
た，成長段階不明の個体が3個体おり，いずれの個体も親の養育を離れた雄であった．
表1．調査期間中に利島・鵜渡根周辺で確認されたミナミハンドウイルカの一覧

母子関係を確認すると，過去，御蔵島に棲息していた個体が利島で確認された後に子を
産んだ例が1例（御蔵島観光協会未公開データ），過去，御蔵島に棲息していた個体の子供
が利島で確認された後に子を産んだ例が2例（高縄・次郎丸 2012，高縄 2013）あること
が分かった．
本研究で新規に識別された個体の左右の体幹，観察可能な腹部や背部には，ダルマザメ
の食痕は認められなかった．再識別された個体の左右の体幹，観察可能な腹部や背部には，
過去御蔵島で得たと思われる陳旧性のダルマザメの食痕のみ認め，外表皮の治癒が得られ
ていない急性や亜急性のダルマザメの食痕は認めなかった．
各個体の1回の調査における平均撮影回数を図2に示す．撮影回数は，Subadult，また
Juvenileが，Adultに比べて多かった．オトナオスの平均撮影回数が特に低い結果になった．
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図2．1出航あたりの各個体の平均撮影回数
各個体の全調査期間を通した被観察率を図3に示す．Subadult, Juvenileの撮影率が全頭
80%以上であるのに対し，Adultは過半数が撮影率80%を下回る．1回の調査で識別できた
個体数は，平均15．8個体（20個体中79%），最少で10個体であった．各個体は少なくとも
8回以上の調査で観察された．

図3．調査期間中における各個体の平均撮影回数
考察

本研究では先行研究（高縄・次郎丸 2012）で識別された個体を4頭再識別することがで
きた．このことより，これらの個体が利島周辺に少なくとも7年以上滞留していることが示
唆された．またメス（#041, #T004, #T005）が，infant positionにJuvenileを連れている
ことが確認でき，利島周辺において，子育てが行われていることが明らかになった．
利島周囲の海域に棲息するミナミハンドウイルカは，利島と鵜渡根の間を半日で移動で
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きることが分かっている（藤井雅彦私信）．しかし，本研究において，1回の調査の間に利
島と鵜戸根の両方の海域を航行した時も，利島と鵜渡根の両方でイルカに遭遇したことは
なかった．このことより，本研究の対象のイルカは，ある程度まとまって同じ海域を利用
していることが多い可能性が考えられた．しかし，図3のとおり，すべての出航ですべての
個体を確認できなかった．これに関しては，Adultの個体が，Juvenile，Subadultの個体
に比べて遊泳者に近づかず撮影されにくい傾向にある（図2）ことが，一因として挙げられ
る．また，20頭すべてが常に行動を共にしている訳ではなく，時に集団から外れる個体や
サブグループが存在することも考えられる．
本研究で新規に識別された個体の左右の体幹，観察可能な腹部や背部には，ダルマザメ
の食痕が認められなかった．再識別された個体の左右の体幹，観察可能な腹部や背部には，
過去に得たと思われる陳旧性のダルマザメの食痕のみ認め，外表皮の治癒が得られていな
い急性や亜急性のダルマザメの食痕は認めなかった．田中（2018）は，御蔵島における，1
頭あたりの1年間で増えるダルマザメ食痕数を，メスで0．18±0．02個（n=261），オスで
0．29±0．04個（n=212）としている．オトナでは0．18±0．03個（n=233）個観察され，
すべての成長段階で新しいダルマザメ食痕が観察されたとしている．これらの結果から，
御蔵島周囲の海域と異なり，利島周囲の海域では，ダルマザメによる被食は起こらないと
言える．陳旧性のダルマザメの食痕は，御蔵島滞留中もしくは移動中等，利島以外の海域
でついた可能性が高いと考えられる．ダルマザメは熱帯，亜熱帯の外洋に分布するとされ
る（Compagno et al. 2005）．本研究で確認された個体に新しい食痕が無かった理由として，
御蔵島と利島の間にダルマザメの分布の北限がある可能性や，利島周辺が御蔵島より浅い
ためにダルマザメが分布しない可能性が考えられる．上記より，ダルマザメの食痕の無い，
母親不明の6頭（#T101，#T102，#T103，#T104，#T105，#T106）は，少なくとも御蔵
島周辺ではない海域にて出生・生活してきた可能性が高いと考えられる．
本研究において新規に識別された，母親不明の個体の多くは，特徴的な自然標識を持っ
ており，今後，エコツアー参加者，イルカウォッチング業者からの過去の映像や画像など
の情報収集や，糞から採取したDNAによる母子判定により，母親を同定できる可能性が高
い．今後継続して調査を続けることで，利島周辺に滞留するイルカの個体群動態や，御蔵
島個体との生態の違いなどが明らかになると考えられる．
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の努力なくして，本研究はあり得ませんでした．心よりの感謝と最大限の敬意を捧げます．
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別図：識別されたミナミハンドウイルカのイラスト
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御蔵島の鳥類目録（更新）
小木万布 1)・根本久史 2)
1）一般社団法人御蔵島観光協会

〒100-1301 東京都御蔵島村

2）御蔵島村農業協同組合

〒100-1301

E-mail: kogi@mikura-isle.com

東京都御蔵島村

緒言

小木ら（2012）から小木・根本(2020)にかけて報告した 192 種（日本鳥類目録第 7 版自然
分布種 189 種，同外来種 2 種，同未掲載種 1 種）に加え，新たに御蔵島において観察記録
のあった鳥類について報告する．
材料及び方法

鳥の目撃連絡を受けた際に，可能な限り写真撮影を試みた．写真がない場合でも，種名
と発見場所，発見日時が報告されたものは，信頼に足る報告と判断した．撮影した鳥類の
種判別には，フィールドガイド日本の野鳥増補改訂版（高野 2007）と海鳥識別ハンドブッ
ク（箕輪

2007）を用いた．また分類は日本鳥類目録改訂第 7 版に基づいた．

結果

4 目 5 種を新たに記録した．御蔵島で観察記録のある鳥類は 197 種（うち外来種 3 種）
となった．今回報告する 5 種のうち，3 種は小木が撮影し，1 種は根本，もう一種は浜脇駿
奈氏が撮影した．
カモ目 ANSERIFORMES
○ハクガン

カモ科 Anatidae

Anser caerulescens

2020 年 11 月 17 日正午頃，黒田正道氏より桟橋に白いガン
のような大きい鳥がいると連絡が入った．羽色から幼鳥と思
われた．本桟橋の付け根付近にて撮影．人を恐れず，子供が
そばに寄ってもゆっくり歩くだけだった．その日のうちにい
なくなった．

撮影：小木
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ミズナギドリ目 PROCELLARIIFORMES ウミツバメ科 Hydrobatidae
◯ヒメクロウミツバメ Oceanodroma monorhis
2020 年 7 月 27 日 8 時頃，ガソリンスタンド付近に落鳥し
た 1 羽を保護した．観光協会で計測，撮影後に御蔵島港桟橋
より放鳥した．全長 170mm，翼開長 420mm．箕輪（2007）掲
載データより若干小さかったが，初列風切羽基部の白い羽軸
より，本種と同定した．「風切などが不揃いのため換羽中で，
計測値が小さいのはおそらくそのため」との指摘を高木武氏
より受けた．

撮影：浜脇駿奈氏

チドリ目 CHARADRIIFORMES カモメ科 Laridae
○クロハラアジサシ Chlidonias hybrida
2020 年 9 月 26 日 13 時半頃，東防波堤で 2 羽を撮影した．
翌日，本桟橋にて 1 羽を確認．嘴の上下に厚みがあること，
額から後頭にかけてごま塩状になっていることから，第 1 回
冬羽に換羽中の幼鳥と考えられた（高木武氏私信）．
撮影：根本

スズメ目 PASSERIFORMES スズメ科 Passeridae
○ニュウナイスズメ Passer rutilans
2020 年 10 月 27 日 10 時頃，ハンタの三宅支庁詰所前の松
にてイスカ撮影中に発見．海側のオオバヤシャブシからブロ
ック塀を越えて鳥居前の地面に飛来し，イスカの落とした松
の実をついばんでいたところを撮影した．同日，同じ場所で
撮影していた西川士朗氏の写真によって本種と同定した．観
察できたのはこの日のみであった．

撮影：小木

スズメ目 PASSERIFORMES アトリ科 Fringillidae
○ベニヒワ Carduelis flammea
2020 年 10 月 22 日 13 時半頃，ハンタの三宅支庁詰所前に
て撮影．松の木に群れるイスカ撮影中，東側のブロック塀を
越えて地面に降りて来た．イスカは 1 週間以上その付近で観
察できたが，本種の観察はその時のみだった．
撮影：小木
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考察

小木ら（2012）では 140 種，小木（2016，2017，2019）では 157 種，173 種，179 種，小
木・根本（2020）で 192 種となった記録種数は，今回で 197 種となった．ハクガンは 2015
年 11 月に 58 年ぶりに都内で見られ，荒川の河川敷で 3 羽の幼鳥が観察されたことが様々
なニュースになった． 御蔵島で観察のあった 2 日前の 2020 年 11 月 15 日，八丈島でもハ
クガン幼鳥 5 羽が初観察されていた（八丈ビジターセンター）が，御蔵島で見られた個体
も含まれるかどうかは不明である．
ヒメクロウミツバメは計測値があったので同定の際の参考になった．今後，ウミツバメ類
に限らず種同定の困難な落鳥があった際は，全身・翼開長以外の部位に関しても計測を心
がけたい．ニュウナイスズメは，八丈島では冬鳥としての記録が時々あるようだが，三宅
島では 2018 年 3 月に初観察があった（鈴木・内藤

2019）．御蔵島で観察ができたのは 1

日のみ，三宅島においても 1 週間に 2 回だけの観察であったため，伊豆諸島北部では，年
によって少数が通過する程度なのかもしれない．2020 年 10 月から 11 月にかけて，10/11
マガモ，10/12 ヒドリガモ，10/22 オシドリ，10/22 イスカ，10/22 ベニマシコ，10/29 マガン
といった御蔵島では観察機会の少ない鳥類の飛来記録があった．これらの時期に新記録種 2
種も混ざって観察された．春と秋の渡りの時期に観察努力量を増やすだけでなく，八丈島
や三宅島で見られている鳥類情報をこまめに入手し，御蔵島未記録種が見られている時に
生息好適地を中心に努力量を増やすことも記録種数を増やすには有効だろう．
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別表：御蔵島鳥類目録
キジ目
1 ｷｼﾞ科
ｷｼﾞ
カモ目
2 ｶﾓ科
ﾋｼｸｲ
3
ﾏｶﾞﾝ
4
ﾊｸｶﾞﾝ
5
ｺﾊｸﾁｮｳ
6
ｵｵﾊｸﾁｮｳ
7
ｵｼﾄﾞﾘ
8
ﾖｼｶﾞﾓ
9
ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ
10
ﾏｶﾞﾓ
11
ｶﾙｶﾞﾓ
12
ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ
13
ｺｶﾞﾓ
14
ｷﾝｸﾛﾊｼﾞﾛ
15
ｼﾉﾘｶﾞﾓ
16
ﾋﾞﾛｰﾄﾞｷﾝｸﾛ
17
ﾐｺｱｲｻ
18
ｳﾐｱｲｻ
カイツブリ目
19 ｶｲﾂﾌﾞﾘ科
ｶｲﾂﾌﾞﾘ
20
ｶﾝﾑﾘｶｲﾂﾌﾞﾘ
ネッタイチョウ目
21 ﾈｯﾀｲﾁｮｳ科 ｱｶｵﾈｯﾀｲﾁｮｳ
22
ｼﾗｵﾈｯﾀｲﾁｮｳ
ハト目
23 ﾊﾄ科
ｶﾗｽﾊﾞﾄ
24
ｷｼﾞﾊﾞﾄ
25
ｱｵﾊﾞﾄ
ミズナギドリ目
26 ｱﾎｳﾄﾞﾘ科
ｺｱﾎｳﾄﾞﾘ
27
ｸﾛｱｼｱﾎｳﾄﾞﾘ
28 ﾐｽﾞﾅｷﾞﾄﾞﾘ科 ﾌﾙﾏｶﾓﾒ
29
ｼﾛﾊﾗﾐｽﾞﾅｷﾞﾄﾞﾘ
30
ｵｵﾐｽﾞﾅｷﾞﾄﾞﾘ
31
ﾊｼﾎﾞｿﾐｽﾞﾅｷﾞﾄﾞﾘ
32 ｳﾐﾂﾊﾞﾒ科
ﾋﾒｸﾛｳﾐﾂﾊﾞﾒ
33
ｺｼｼﾞﾛｳﾐﾂﾊﾞﾒ
34
ｵｰｽﾄﾝｳﾐﾂﾊﾞﾒ
コウノトリ目
35 ｺｳﾉﾄﾘ科
ｺｳﾉﾄﾘ
カツオドリ目
36 ｸﾞﾝｶﾝﾄﾞﾘ科 ｵｵｸﾞﾝｶﾝﾄﾞﾘ
37 ｶﾂｵﾄﾞﾘ科
ｱｵﾂﾗｶﾂｵﾄﾞﾘ
38
ｱｶｱｼｶﾂｵﾄﾞﾘ
39
ｶﾂｵﾄﾞﾘ
40 ｳ科
ｳﾐｳ
ペリカン目
41 ｻｷﾞ科
ﾖｼｺﾞｲ
42
ｵｵﾖｼｺﾞｲ
43
ﾐｿﾞｺﾞｲ
44
ｽﾞｸﾞﾛﾐｿﾞｺﾞｲ
45
ｺﾞｲｻｷﾞ
46
ｱｶｶﾞｼﾗｻｷﾞ
47
ｱﾏｻｷﾞ
48
ｱｵｻｷﾞ
49
ﾀﾞｲｻｷﾞ
50
ﾁｭｳｻｷﾞ
51
ｺｻｷﾞ
52
ｸﾛｻｷﾞ
53 ﾄｷ科
ｸﾛﾄｷ
ツル目
54 ｸｲﾅ科
ｸｲﾅ
55
ﾋｸｲﾅ
56
ﾂﾙｸｲﾅ
57
ﾊﾞﾝ
58
ｵｵﾊﾞﾝ
カッコウ目
59 ｶｯｺｳ科
ﾎﾄﾄｷﾞｽ
60
ﾂﾂﾄﾞﾘ
61
ｶｯｺｳ
ヨタカ目
62 ﾖﾀｶ科
ﾖﾀｶ

（2021年2月更新）
アマツバメ目
63 ｱﾏﾂﾊﾞﾒ科
ｱﾏﾂﾊﾞﾒ
チドリ目
64 ﾁﾄﾞﾘ科
ﾑﾅｸﾞﾛ
65
ｺﾁﾄﾞﾘ
66
ﾒﾀﾞｲﾁﾄﾞﾘ
67
ｵｵﾒﾀﾞｲﾁﾄﾞﾘ
68 ｾｲﾀｶｼｷﾞ科 ｾｲﾀｶｼｷﾞ
69 ｼｷﾞ科
ﾔﾏｼｷﾞ
70
ｱｵｼｷﾞ
71
ｵｵｼﾞｼｷﾞ
72
ﾁｭｳｼｬｸｼｷﾞ
73
ｱｵｱｼｼｷﾞ
74
ｸｻｼｷﾞ
75
ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ
76
ｷｱｼｼｷﾞ
77
ｲｿｼｷﾞ
78
ｷｮｳｼﾞｮｼｷﾞ
79
ﾄｳﾈﾝ
80
ｱｶｴﾘﾋﾚｱｼｼｷﾞ
81 ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ科 ﾂﾊﾞﾒﾁﾄﾞﾘ
82 ｶﾓﾒ科
ｸﾛｱｼﾞｻｼ
83
ﾐﾂﾕﾋﾞｶﾓﾒ
84
ﾕﾘｶﾓﾒ
85
ｳﾐﾈｺ
86
ｶﾓﾒ
87
ｾｸﾞﾛｶﾓﾒ
88
ｺｱｼﾞｻｼ
89
ﾍﾞﾆｱｼﾞｻｼ
90
ｱｼﾞｻｼ
91
ｸﾛﾊﾗｱｼﾞｻｼ
92 ﾄｳｿﾞｸｶﾓﾒ科 ｼﾛﾊﾗﾄｳｿﾞｸｶﾓﾒ
93 ｳﾐｽｽﾞﾒ科
ｹｲﾏﾌﾘ
94
ｳﾐｽｽﾞﾒ
95
ｶﾝﾑﾘｳﾐｽｽﾞﾒ
タカ目
96 ﾐｻｺﾞ科
ﾐｻｺﾞ
97 ﾀｶ科
ﾊﾁｸﾏ
98
ﾄﾋﾞ
99
ｵｼﾞﾛﾜｼ
100
ﾂﾐ
101
ﾊｲﾀｶ
102
ｵｵﾀｶ
103
ｻｼﾊﾞ
104
ﾉｽﾘ
105 ﾌｸﾛｳ科
ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ
106
ｱｵﾊﾞｽﾞｸ
107
ｺﾐﾐｽﾞｸ
サイチョウ目
108 ﾔﾂｶﾞｼﾗ科
ﾔﾂｶﾞｼﾗ
ブッポウソウ目
109 ｶﾜｾﾐ科
ｱｶｼｮｳﾋﾞﾝ
110
ﾔﾏｼｮｳﾋﾞﾝ
111
ｶﾜｾﾐ
キツツキ目
112 ｷﾂﾂｷ科
ｱﾘｽｲ
113
ｺｹﾞﾗ
ハヤブサ目
114 ﾊﾔﾌﾞｻ科
ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ
115
ﾁｺﾞﾊﾔﾌﾞｻ
116
ﾊﾔﾌﾞｻ
スズメ目
117 ｻﾝｼｮｳｸｲ科 ｻﾝｼｮｳｸｲ
118 ｶｻｻｷﾞﾋﾀｷ科 ｻﾝｺｳﾁｮｳ
119 ﾓｽﾞ科
ﾓｽﾞ
120 ｶﾗｽ科
ﾐﾔﾏｶﾞﾗｽ
121
ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ
122
ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ
123 ｷｸｲﾀﾀﾞｷ科 ｷｸｲﾀﾀﾞｷ
124 ｼｼﾞｭｳｶﾗ科 ﾔﾏｶﾞﾗ
125
ﾋｶﾞﾗ
126
ｼｼﾞｭｳｶﾗ
127 ﾋﾊﾞﾘ科
ﾋﾊﾞﾘ
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

ﾂﾊﾞﾒ科

ﾋﾖﾄﾞﾘ科
ｳｸﾞｲｽ科
ﾑｼｸｲ科

ﾒｼﾞﾛ科
ｾﾝﾆｭｳ科
ﾖｼｷﾘ科
ﾚﾝｼﾞｬｸ科
ﾐｿｻｻﾞｲ科
ﾑｸﾄﾞﾘ科

ﾋﾀｷ科

ｽｽﾞﾒ科
ｾｷﾚｲ科

ｱﾄﾘ科

ﾎｵｼﾞﾛ科

ｼｮｳﾄﾞｳﾂﾊﾞﾒ
ﾂﾊﾞﾒ
ｺｼｱｶﾂﾊﾞﾒ
ｲﾜﾂﾊﾞﾒ
ﾋﾖﾄﾞﾘ
ｳｸﾞｲｽ
ﾔﾌﾞｻﾒ
ｴｿﾞﾑｼｸｲ
ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ
ｲｲｼﾞﾏﾑｼｸｲ
ﾒｼﾞﾛ
ｳﾁﾔﾏｾﾝﾆｭｳ
ｵｵﾖｼｷﾘ
ｷﾚﾝｼﾞｬｸ
ﾋﾚﾝｼﾞｬｸ
ﾐｿｻｻﾞｲ
ｷﾞﾝﾑｸﾄﾞﾘ
ﾑｸﾄﾞﾘ
ｺﾑｸﾄﾞﾘ
ﾎｼﾑｸﾄﾞﾘ
ﾏﾐｼﾞﾛ
ﾄﾗﾂｸﾞﾐ
ｼﾛﾊﾗ
ｱｶﾊﾗ
ｱｶｺｯｺ
ﾂｸﾞﾐ
ｺﾏﾄﾞﾘ
ﾉｺﾞﾏ
ｺﾙﾘ
ﾙﾘﾋﾞﾀｷ
ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ
ﾉﾋﾞﾀｷ
ｲｿﾋﾖﾄﾞﾘ
ｴｿﾞﾋﾞﾀｷ
ｻﾒﾋﾞﾀｷ
ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ
ｷﾋﾞﾀｷ
ｵｵﾙﾘ
ﾆｭｳﾅｲｽｽﾞﾒ
ｽｽﾞﾒ
ｲﾜﾐｾｷﾚｲ
ﾂﾒﾅｶﾞｾｷﾚｲ
ｷｾｷﾚｲ
ﾊｸｾｷﾚｲ
ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ
ﾏﾐｼﾞﾛﾀﾋﾊﾞﾘ
ﾋﾞﾝｽﾞｲ
ﾑﾈｱｶﾀﾋﾊﾞﾘ
ﾀﾋﾊﾞﾘ
ｱﾄﾘ
ｶﾜﾗﾋﾜ
ﾏﾋﾜ
ﾍﾞﾆﾋﾜ
ﾊｷﾞﾏｼｺ
ﾍﾞﾆﾏｼｺ
ｲｽｶ
ｳｿ
ｼﾒ
ｲｶﾙ
ﾎｵｼﾞﾛ
ﾎｵｱｶ
ｺﾎｵｱｶ
ｶｼﾗﾀﾞｶ
ﾐﾔﾏﾎｵｼﾞﾛ
ﾉｼﾞｺ
ｱｵｼﾞ
ｸﾛｼﾞ
※ 網掛けが初記録種

日本鳥類目録にある外来種
ｷｼﾞ目
ｺｼﾞｭｹｲ
ﾊﾄ目
ｶﾜﾗﾊﾞﾄ
日本鳥類目録にない種
ｵｳﾑ目
ﾙﾘｺﾝｺﾞｳ
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御蔵島産ノコギリクワガタの形態と生態に関する調査報告

吉田

龍海

神奈川県川崎市幸区古川町 49-6，ryuunoumi1999@outlook．jp

緒言

伊豆諸島では，伊豆大島，利島，新島，式根島，神津島，三宅島，御蔵島，八丈島にノコ
ギリクワガタ(Prosopocoilus 属)が生息している．これらのノコギリクワガタについては，複
数の研究がなされており，各島で形態や生態に特徴がみられることが分かっている．この
変異の幅は多様であり，これらは別種や亜種，型として区別されている．その中で御蔵島の
個体群は個体数が少ないとされており知見が少なく，不十分な要素が多いと感じた．従っ
て，今回の調査では更に複数のノコギリクワガタを精査し，御蔵島の個体群と伊豆諸島他
島及び本土の個体群における形態的，生態的な差異ついて新たな知見を得ることを目的と
した．形態の比較には，体のバランス，脚の長さの割合，体の光沢等を比較することとし
た．また， 御蔵島の個体群は大型個体の発見例が少ない．大型個体はその種においての特
徴が顕著に出ると考えている．そのため，捕獲した雌個体から採卵し，屋内において繁殖及
び幼虫の育成をした．これは大型個体を羽化させ，後に形態比較をすることを目的とした．
今回は現地における調査結果とその後の調査経過の報告をする．
方法

今回，現地では木崎氏と吉田の 2 人で調査した．2020 年 8 月 16 日から 19 日にかけて主
に農道沿いで調査し，フルーツトラップ，ライトトラップ及び見取りにより，ノコギリクワ
ガタを捕獲した．使用した道具等は，捕虫網(長竿)，バナナ，ストッキング，HID ライト（灯
火総研 MOTHLIGHT-C 55W），HID ライト（Tokutoyo 85W），シーツであった．
島内の移動は徒歩とし，初日に環境を観察しつつ農道沿いの樹木にバナナトラップを仕
掛けて回った（図１）．バナナトラップは，最終日までにすべて回収した．ライトトラップ
は開けた場所に設置し，山の斜面に向けて毎晩 19 時頃から 22 時頃までの時間帯で点灯し
た（図２）．見取りによる捕獲では，根気よく島内を歩き回りクワガタムシの嗜好性が高い
樹木，主にオオバヤシャブシ，アカメガシワ，タブノキ，スダジイ等を観察した．
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大型個体の羽化を目的とした飼育においては，的野氏，上野氏，吉田の 3 人が捕獲個体
の繁殖を試みた．筆者らは日常的にノコギリクワガタを飼育し観察しているため，採卵は
各個人の方法で行った．主に市販されているクワガタ飼育用の発酵マットを用いた．

図 1. バナナトラップ長竿で樹木

図 2. ライトトラップ

の枝先に仕掛けた

結果

調査期間中に確認出来た個体は，5♂7♀であった．今回は個体の管理のため，確認した順に
番号を付けて各個体の情報を表１にまとめた．また，主な個体の発見及び捕獲時の様子も
図３から図６に図示した．また，捕獲個体の♀から採卵した結果を表２にまとめた．捕獲し
た 7♀における採卵数の合計は 45 頭であった．
表 1. 確認できた各個体の情報
個体

日付

時刻

雌雄

採集方法

場所

N o.1

8月16日

19時31分

♀

HIDライトトラップ

農道

N o.2

19時42分

♀

HIDライトトラップ

農道

N o.3

20時15分

♀

HIDライトトラップ

農道

N o.4

21時01分

♂

HIDライトトラップ

農道

N o.5

22時25分

♂

バナナトラップ

農道

N o.6

23時17分

♀

オオバヤシャブシの樹液

農道

0時01分

♂

轢死個体

集落内

N o.8

19時53分

♂

HIDライトトラップ

農道

N o.9

21時19分

♀

HIDライトトラップ

農道

17時??分

♂

バナナトラップ

農道

N o.11

17時??分

♀

バナナトラップ

農道

N o.12

17時??分

♀

バナナトラップ

農道

N o.7

N o.10

8月17日

8月18日
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表 2. 各個体の採卵結果

図 3. 個体 No. 1 飛来直後の様子

図 4. 個体 No. 6 オオバヤシャブシ
の枝先．光を当てると逃げる
ように飛翔した．

図 6. 個体 No. 8 ライトトラップに

図 5. 個体 No. 7 何かに轢かれた

飛来した．今回の調査で生存

大型の♂．

個体中最大の♂．
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考察

今回の調査におけるノコギリクワガタの確認数は 12 頭であった．筆者らが確認したノコ
ギリクワガタのうち，バナナトラップによる捕獲が，No. 5，No. 10，No. 11，No. 12 の 4 頭，
オオバヤシャブシの樹液による確認が，No. 6 の 1 頭であった．このことから，御蔵島の個
体群は成虫の野外活動後に後食することを確認した．筆者はこの生態が， 伊豆大島，利島，
新島，式根島，神津島，三宅島，八丈島においても同様であることを確認している．
また，ライトトラップによる捕獲は，No. 1，No. 2，No. 3，No. 4，No. 8，No. 9 の 6 頭であ
った．また No. 7 の轢死個体の♂は集落内の街灯の真下で発見した．これは飛翔した際に街
灯の光に引き寄せられ，直下の地面に着地し轢かれたと思われる．さらに No. 6 の個体は飛
翔後にヘッドライトに向かって飛んできた．これらのことから，御蔵島産ノコギリクワガ
タには高い集光性がありよく飛翔することを確認した．この特徴は筆者が各伊豆諸島他島
で観察した限りは，伊豆大島，利島，新島，式根島，神津島，三宅島と同様であった．八丈
島においては飛翔する様子を観察できていない．
形態的な差異の有無は比較する個体数が少なく十分なデータが集められなかったため，
飼育している個体の羽化後にデータ収集及び比較をしていく．形態の比較には捕獲した個
体と羽化した個体を標本にして比較する．
採卵における結果は他の個体群と比較して産卵数が少なかった．吉田は，ノコギリクワ
ガタが 1 頭あたり平均 40 頭ほど産卵する環境を作り繁殖を試みた．しかし 1 頭あたりの平
均産卵数は約 7 頭であった．この結果から数が少なかった原因に考えられることは 2 つあ
る．1 つ目は，御蔵島個体群の発生ピークが調査時期より早く，既に野外で産卵活動をして
おり体力がなかったことである．従って複数年かけて夏季期間中に数回に分けて成虫の観
察調査が求められると考えられる．2 つ目は，御蔵島個体群が他の個体群とは異なる産卵環
境を好むことである．日本産ノコギリクワガタの幼虫は広葉樹の切り株や倒木の比較的多
湿な環境を好むことを確認している．従って冬季にそれらの材中を観察し，幼虫の生育環
境の調査が求められると考えられる．
謝辞

今回，調査許可を頂いた御蔵島村長及び快く御蔵島に向かい入れて頂いた御蔵島観光協
会の皆様に心からお礼申し上げる.また現地調査にご協力を頂いた木崎庸雅氏,調査の許
可のために尽力して頂いた的野信仁氏，上野信一郎氏に厚くお礼申し上げる．
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2019-2020年に御蔵島から利島への移出が確認された
ミナミハンドウイルカ6頭の報告

佐藤容子1），小木万布2)
1)御蔵島イルカ研究チーム（mido） yokosathorn@gmail.com
2)一般社団法人御蔵島観光協会

緒言

伊豆諸島利島周辺海域では，1995年に利島で最初のイルカウォッチングが始まって以来，
断続的に，御蔵島にて個体識別されているミナミハンドウイルカ(Tursiops aduncus)の移
入が確認されている（Tsuji et al. 2017）．移動行動はミナミハンドウイルカの生息範囲を
解き明かす上で重要な生物学的事象である．継続的な記録が今後の重要な発見に繋がる可
能性がある．2019-2020年に御蔵島から利島への移出が新たに確認されたミナミハンドウ
イルカを報告する．
材料及び方法

本調査には，2019年12月-2020年11月に利島周囲と鵜渡根周囲の海域で撮影した水中の
映像記録を用いた．本調査にはアドリブサンプリング（Altmann 1974）を用いた．撮影は
全て第一著者が，イルカウォッチング業者の利島ダイビングサービスが使用しているダイ
ビング船豊生丸（藤井雅彦船長）にて，ツアー参加者と共に乗船して行った．ビデオカメラ
は，HDR-AS50（SONY）に水中ハウジングを用いた．イルカの群れを発見したのち，シュ
ノーケリングを行いながら水中でイルカの特徴と行動を撮影した．映像記録をアップルの
ビデオ編集ソフトiMovieで再生し，御蔵島のイルカの個体情報と照合を行った．
撮影した個体で御蔵島において識別されていた個体は御蔵の識別調査に倣った個体番号
（御蔵島観光協会 2010）で，利島でのみ識別されていた個体は前報の個体番号（佐藤 2021）
で表記した.
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結果と考察

本調査は，2019年12月1日-2020年11月15日の期間に行った．出航日数は23日，出航回数
は35回であった．そのうち，2019年12月1日、2020年3月26日に，これまでに報告されてい
なかった御蔵島個体群からの移出個体6頭を初確認した（表１）．
表1．利島における御蔵島出身個体の観察の有無．●は観察のあった年月日を示す．

2019年12月1日

利島周辺海域で，#597を初確認した.以前より利島周辺海域に定住
していた先住個体20頭（#023，#024，#041，#079，#101，#240，
#271，#456，#T001，#T004，#T005，#T101，#T102，#T103，
#T104，#T105，#T106，#T107，#T108，#T109）と共に行動し
ていた．その後，本調査では，2019年12月26日，2020年2月29日，
2020年3月1日，2020年3月7日，2020年3月14日，23日の6日間，
#597を同海域で確認している.

2020年3月26日

利島周辺海域で#226，#237，#408，#502，#506を初確認した.#597
と共に6頭で行動していた.先住個体らの確認はできなかった.

2020年6月20日以降

利島周辺海域で，先住個体らと共に行動する#502，#506を確認し
たが，#226，#237，#408，#597は確認できなかった.その後，11
月15日まで出航ごとに#502，#506を確認した.上記期間中に，#226，
#237，#408，#597は確認できなかった.

2019年12月ならびに2020年3月に，利島周辺海域にて，御蔵島で個体識別されていた6頭
のミナミハンドウイルカを初確認した.過去の報告同様に，現在も利島周辺海域へは断続的
に御蔵島からのミナミハンドウイルカの移出があることが分かった.また，御蔵島周辺での
調査にて，2020年9月20日に#597が確認された（御蔵島観光協会未発表データ）.このこと
より，移出だけでなく御蔵島-利島間の往復もあることが明らかになった.
新型コロナウイルス感染症による来島自粛により，2020年3月26日から2020年6月20日
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まで水中観察は行えなかった.その為，#226，#237，#408，#597がいつまで利島周辺海域
にいたのか，どのようなイベントを経て移動したのか，他の時期と同精度で特定ができな
かった.
Sergiらはケニアのキシテ・ムプングティ海洋公園にて、観光ボート隻数の増加が一時的
なイルカの移出行動に影響していることを明らかにした. 同公園では現在も船上からのド
ルフィン・ウォッチングが行われており, 観光ボート隻数が過去最大となった2006年には
約78%ものイルカの一時的な移出がみられたと言う. 高い観光圧によって移出しやすいの
は子供を連れたオトナメスであることも明らかにした. また同研究では水温の低下に伴い
イルカの同海域への移入が増えることを明らかにし, 移動行動の餌生物との関連性を示唆
している.また，Sprogisらはオーストラリア南西部のバンバリー沖で, 同海域へのミナミハ
ンドウイルカの移入は季節性があり, 繁殖期（夏～秋）に個体数が増加することを明らかに
している.
本調査で発見した6頭が御蔵島個体群から移出した正確な時期や, 御蔵島ならびに利島
周辺海域の季節による餌生物種の分布, また同海域に棲息するミナミハンドウイルカの繁
殖期等は不明であり, 6頭の移出のトリガーとなった環境変化やイベントについては憶測の
域を出ない. しかし, 今後も継続的に観察を続け，移出個体の行動学，生理学的情報を併せ
て評価することによって，ミナミハンドウイルカの移出に関する重要な知見が得られるこ
とが予想される. これら移出のメカニズムの解明は, 個体群動態の長期的なモニタリング
にとって重要なだけではなく, エコツアーの在り方という観点からもミナミハンドウイル
カの保護・保全に役立つものと考えられる. 今後も利島および御蔵島周辺両海域での継続
的な観察が望まれる．
謝辞
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御蔵島の「ネコ問題」をどう考える？
質問紙調査と構造方程式モデリングからみる住民意識
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1.

緒言

御蔵島は，オオミズナギドリ Calonectris leucomelas の世界最大級の繁殖地として知ら
れており，島には古くから本種に関する言葉が数多く存在する．例えば，海上で魚群の目印
となること等から本種は「カツドリ（カツオドリ，カツゥドリ）」と呼ばれ，大群が落下す
るようして島に帰巣するさまは「鳥吹雪」と表現される．さらに，御蔵島では少なくとも 2
50 年にわたる年間数万羽規模のオオミズナギドリ狩猟採集「トリトリ（鳥捕り）」が実施さ
れてきた．オオミズナギドリを共有資源（主に食資源）と捉えて村一体で実施してきた「ト
リトリ」には，捕獲対象や捕獲期間，捕獲数等を制限する独自の規則が存在し，繁殖個体群
の規模を縮小させなかったとされる（Oka, 1994）．また，島民による採集圧がオオミズナ
ギドリの営巣活動による森林破壊や土壌流出を抑制する効果があったともされる（治田ほ
か, 1987）．明治末年以降には狩猟採集は自由競争化して捕獲数は増加し，1918 年の狩猟
法改正以降は有害鳥獣駆除となったが，狩猟採集規則の大枠は引き継がれていた（宮本, 1
977; 徳永, 2006）．しかし，1970 年代には島外からの圧力によって捕獲数は大幅に減少し，
同時期に食料供給の改善や村の社会変化を受けて「トリトリ」の必要性や担い手が失われ
ていき，年々捕獲数は減少していった．現在，有害鳥獣捕獲の参加者は 10～20 名前後と小
規模で，人々の生活とオオミズナギドリのつながりが薄れつつあると指摘されている（徳
永, 2006）．
そんな中，近年になって御蔵島ではオオミズナギドリ繁殖個体数の急激な減少が報告さ
れている．2012 年の推定繁殖個体数は 77.1 万羽だったが，2016 年には 11.7 万羽となり，
年間 16.6 万羽もの勢いで減少している計算となる（環境省, 2013; 環境省, 2017a; 岡, 20
19）．主な減少要因のひとつとして，山中で野生化し増加したイエネコ felis catus（以下，
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ネコと表記）の影響が挙げられる．
ネコによる在来種への影響は，日本を含む世界各地で幅広い生物種にわたり報告されて
いる．特に島嶼での在来種への影響は強大で，少なくとも 120 ヶ所の島嶼で 175 分類群の
脊椎動物が絶滅あるいはその危機にさらされている（Medina et al., 2011）．海上生活や
在来哺乳類のいない環境での繁殖に適応したミズナギドリ類は，陸上での活動能力や警戒
心が低く脆弱であり（Keitt et al., 2002），少産動物のため，成鳥や亜成鳥の捕食によるリ
スクが大きい（岡・山本, 2016）．御蔵島にはネコは自然分布していなかったが，現在は山
中に数百匹が生息するとみられており，2014 年時点の推定生息数は 524 匹にも上る（岡,
2019）．山中の自動撮影カメラにはオオミズナギドリを捕食する姿が撮影され（徳吉ほか,
2020），最新の報告では，ネコ 1 匹の年間オオミズナギドリ捕食数は平均 313 羽と推定さ
れた（Azumi et al., 2020）．オオミズナギドリはドブネズミ（Rattus norvegicus）から
も捕食圧を受けるほか（安積ほか, 2019），島内の造成工事で大量死した事例や海洋条件の
変化による影響があるといわれているが（岡, 2016），その中でもネコによる影響が大きい
ことは否定できない．
しかし，屋内で適正に飼養管理されているネコであれば，生態系被害をはじめとする「ネ
コ問題」を引き起こすことはない．原因となるのは，屋外にいて管理されない野放しネコ
（free-roaming cat）である．野放しネコは，⑴放し飼いネコ（飼養されていて屋内外の往
来がある個体），⑵ノラネコ（飼養者はいないが人間社会に依存し，主に市街地や集落で生
活する個体），⑶ノネコ（専ら野生生物等を捕食する完全野生化個体で，常時山野に生息）
に分けられる（諸坂，2019）．御蔵島の野生化個体はほぼ山中に生息し，オオミズナギド
リ不在の冬期に一部の個体が餌を求めて集落に下りてくる程度で，⑶ノネコに該当する．
ノネコが増加した転機は1980年前後で，近代化や村の社会変化が関係するとされる．オオ
ミズナギドリが資源として重要だった頃には自主的な飼いネコの繁殖制限がされていたが，
「トリトリ」の衰退や世代交代によって生態系保全意識は薄れていった．同時に島外者の
出入りや新規移住者が増加し，多頭飼育や遺棄等が発生したとみられる（岡, 2019; 筆者聞
き取り）．
野放しネコの対策には，個体数管理と個体の移入防止対策を進めていくことが肝要とな
る．日本では，個体数管理の手法として，捕獲して個体を飼い主に譲渡する里親式排除方式
（岡, 2019），譲渡先が見つからなかった場合の殺処分（安楽殺），TNR（Trap Neuter
Return: 捕獲個体を不妊去勢して放獣）の3つが代表的である．移入防止対策としては，適
正飼養に関する規制や普及啓発が挙げられる．御蔵島では，2008年に「御蔵島村動物の愛
護及び管理に関する条例」が施行され，飼いネコの登録義務や繁殖制限の奨励が定められ
たが，十分に遵守されているかは不明である．また，2008年から2014年に389匹のノネコ
にTNRが実施されたが，再捕獲される個体が多く捕獲効率の低下がみられ，2015年からは
研究者や島内外の有志による里親式排除方式が開始された（岡, 2019）．里親式排除方式の
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捕獲ペースは年20匹前後である．オオミズナギドリの減少を抑制するためにはより積極的
な個体数管理や移入防止対策を推進する必要がある．
移入防止対策には住民の協力が必要であり，伴侶動物でもあるネコの個体数管理は意見
の対立が発生しやすい．野放しネコの対策は，社会的理解を獲得し，地域の合意形成の下に
進めることが求められる．事前のステークホルダー（利害関係者）の意識調査は重視され，
世界各地で「ネコ問題」やネコの適正飼養に対する意識調査が実施されており，個体数管理
手法の選好性や適正飼養に関する規制の賛否には，性別やネコ飼養経験等の個人属性や，
野生生物保全への関心や生活被害の認識，ネコの実用性に関する考え，管理手法の期待効
果といった意識，基幹産業等の地域性が影響するとされる（Ash and Adams, 2003; Lilith

et al., 2006; Toukhsati et al., 2012; MacDonald et al., 2015; Gramza et al., 2016; Mameno
et al., 2017; 塩野﨑ほか, 2018; 斉ほか，2019）．御蔵島では，今までに「ネコ問題」に関
する網羅的な意識調査はされていない．さらに，筆者による予備調査では，住民同士で「ネ
コ問題」に関する対話がしづらい状況だという指摘もあった．
よって本研究では，オオミズナギドリ保全を目的としたネコ対策のため，御蔵島におけ
る野放しネコや「ネコ問題」に関する実態を把握するとともに，
「ネコ問題」やノネコの管
理手法，御蔵島の自然やオオミズナギドリに対する住民の属性や意識を明らかにする．ま
た，住民意識の構造を把握し，管理手法の選択や実際の行動等に作用を及ぼす要因を特定
する．そして，効果的で実現可能な今後のネコ対策に関する合意形成や普及啓発等のため
に役立てることを目的とする．
2.

材料及び方法

2-1. 調査地と調査対象
御蔵島（北緯 33 度 52 分，東経 139 度 36 分）は，東京都心から約 200km 南，伊豆諸島
のほぼ中心に位置する海洋島で，東京都御蔵島村の行政区域である．面積約 20km2，最高
標高 851m で，脊椎動物では鳥類及び昆虫類，爬虫類が自然分布しているほか，哺乳類で
はドブネズミ及びクマネズミ（Rattus rattus），イエネコの 3 種が意図的，非意図的を問
わず導入されて個体群を確立している．
里と呼ばれる集落は島の北北西に位置し，人口は 317 名 170 世帯で（平成 31 年度時点．
総務省，2019），里に集中して居住している．かつてはツゲやクワ等の林業が主幹産業であ
ったが，現在は沿岸に多く生息するミナミハンドウイルカ（Tursiops aduncus）ウォッチ
ング等の観光業が中心で，第三次産業就業人口の割合が 63.7%にも上る（東京都御蔵島村，
2015）．人口及び世帯は増加傾向で，若い世代の転入者が多く，年少人口も増加傾向にある
（東京都御蔵島村，2016）．これらは主にイルカ観光関係者の定住によるものと考えられる．
本研究では，御蔵島における「ネコ問題」に関する社会実態や住民意識を網羅的に調査す
るため，調査対象を御蔵島村に居住する中学生以上の全住民とした．調査期間は観光の繁
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忙期を避け，2019 年 7 月 2 日から 7 月 12 日の 10 日間とした．調査当時の人口は，31
2 名 171 世帯（東京都御蔵島村，2019）だったが，調査時の年齢階級別のデータが事前に
得られず，平成 31 年度人口のうち中学生以上にあたる 252 名を調査対象母集団として想
定した．加えて，2019 年 5 月に予備調査として実施した情報収集にて，ネコの持ち込みや
遺棄に一時滞在者が関与する可能性があるとの情報を得たため，島内に事務所を構える建
設会社 2 社（A 社，B 社）の日本人従業者を対象に，一時滞在者への調査も併せて実施し
た．
2-2. 調査手法
本研究では，質問紙調査及び聞き取り調査を実施した．調査前には，一般社団法人御蔵島
観光協会発行の広報誌『いるかいないか』へ依頼文の掲載及び住民への調査概要説明文書
の配布を行った．調査者 2 名で村内の全戸を回り，対面の趣旨説明と世帯人数分の質問紙
配布を行い，直接回収あるいは回収箱への投函にて回答を得た．質問紙の記入が困難な方
には，調査者が設問に沿って聞き取り，記録した（構造化インタビュー）．島外勤務や通学
による一時的な離島者や，高齢等の理由で回答が困難な方には質問紙を配布しなかった．
協力が得られた場合は，質問紙の内容に限らず聞き取りを行った（非構造化インタビュー）．
一時滞在者を対象とした調査では，調査期間内に各事務所長に趣旨説明と従業員数分の質
問紙を配布し，後日回収した．
質問紙は，
（A）～（C）の 3 章に分かれた計 44 問及び自由記述欄で構成され，所要時間
は約 15～20 分であった．一時滞在者向けの質問紙は住民対象の質問紙とほぼ同一だが，
「トリトリ」に関連する設問を省略した．質問紙設計の概要は下記の通りである．
（A）実態把握に関する設問（17 項目）
現状の把握や知識，自然や野生生物とのかかわり方等．
（B）住民意識に関する設問（23 項目）
自然保護やネコに対する態度や考え方，望ましいノネコの管理手法に関する賛否
等（選択肢はいずれも 5 段階のリッカート尺度）．
（C）個人属性に関する設問（4 項目）
年齢，性別，職業，出身地や御蔵島居住歴等．
2-3. 用いた解析手法
設問（A）では，「ネコ問題」に関する認知度やオオミズナギドリへの認識について，ネ
コの飼養経験及び「トリトリ」の参加経験の有無で群間比較を行った．群間比較には，!2 の
独立性検定及び Fisher の両側直接確率検定を用い，順序尺度の回答項目には MannWhitney U 検定を用いた．設問（B）では，構造方程式モデリング（SEM）による住民の
意識構造の把握を試みた．SEM は観測データをもとに構成概念や観測変数の関連性を検討
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する手法で，柔軟にモデルを構築でき，複雑な変数関係を図で表現できる（豊田, 2014）．
本研究では，徳之島での先行調査（斉ほか, 2019）を参考に，設問（A）及び（C）から得
た属性や経験が，ネコや自然に関する意識及びノネコ管理手法の選好性や餌やり行為に作
用する構造を仮定した．探索的因子分析（プロマックス回転及び最尤推定法）にて因子数を
決定し，因子負荷量及び信頼係数（Cronbach の α）を参考に変数を選定し，一部は逆転項
目として処理した．属性や経験は群間比較で有意差がみとめられた項目を中心に採用し，
二値化して外生変数とした．SEM には完全情報最尤推定法を用い，適合度指標や修正指数
を参考にモデルを適宜修正した．解析には，R4.0.3 及びパッケージ lavaan，psych，semTools，
IBM® SPSS® statistics を用いた．
3.

結果

3-1. 回収結果と妥当性
住民対象の調査では，244 部を配布して 129 名から回答を得た．聞き取り協力者は 18 名
（構造化インタビュー8 名，非構造化インタビュー10 名）であった．観光期に長期滞在を
繰り返す 1 名からも回答が得られ，関係人口と考えられたため結果に含めた．全設問中，
半数以下が無記入あるいは誤記入だった場合を無効回答とし，有効回答を 126 名とした．
有効回答の 95%信頼区間における許容誤差は±6.17%であった．有効回答と母集団の性別及
び年齢構成比を比較した結果，男性と 20 代未満の割合がやや低かったが有意差はみられ
ず，偏りなく回答が得られた（性別：! ! =0.68，df=1，p=0.41，年齢：! ! =4.23，df=5，p=
0.65，表 1）．
一時滞在者への調査では，A 社（配布数 25 部）からは回答が得られず，B 社（配布数 3
部）からはすべて回答を得た．データは参考として扱うこととした．

表 1．住民を対象としたアンケート回答者及び母集団との属性比較．

平成 31 年度時点の中学生以上人口（母集団）及び本調査での有効回答者の比較．
性別は，中学生のデータが得られなかったことから 10 歳以上人口（263 名）と
比較した（χ2 の独立性検定）．性別，年齢構成ともに有意差はみられなかった．
総数
調査対象母集団
（平成31年度時点）

263

本調査における
有効回答者の属性

126

性別
男性 女性
137
126
52.1% 47.9%
60
66
47.6% 52.4%

p値
0.41
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年齢
<20代 30代 40代 50代 60代 >70代 p値
36
65
44
27
37
43
14.3% 25.8% 17.5% 10.7% 14.7% 17.1%
0.65
12
28
23
19
17
27
9.5% 22.2% 18.3% 15.1% 13.5% 21.4%

3-2. ネコの飼養や野放しネコへの餌やり，ネコ及びネズミ類による被害の状況
回答のうち，ネコ飼養者は 14 世帯 20 名，飼いネコは 25 匹であった．飼養者は 30 代が
中心で（中央値及び最頻値ともに 30 代，回答の四分位偏差は 0.50），世帯あたり平均飼養
匹数は 1.79 匹であった．全国の世帯あたり平均飼養匹数は 1.77 匹で（一般社団法人ペッ
トフード協会，2019），標準的な状況といえた．飼いネコの 23 匹は捕獲や譲渡等により島
内で入手された個体であった．完全屋内飼養の実施割合は 40.0%だったが，完全屋内飼養
の 1 匹を除く 24 匹は不妊去勢実施済みで，屋外での繁殖は起こりえない状態であった．条
例で定められる飼いネコ登録及び飼いネコの所有明示の実施割合はおよそ 56.0%であった
（複数匹を飼養していて実施匹数の内訳が不明な場合を含む）．さらに，完全屋内飼養をし
ていない（リード等で繋留して屋外飼養している場合を含む）飼養者のすべてが，飼いネコ
による野生生物の持ち帰りがあったと回答していた（表 2）．回答数は爬虫類，鳥類，哺乳
類の順に多く，オオミズナギドリや絶滅のおそれのある地域個体群に位置づけられている
オカダトカゲ（Plestiodon latiscutatus），伊豆諸島固有亜種のシチトウメジロ（Zosterop

s japonicus stejnegeri）が挙げられた．

表 2．放し飼いネコが持ち帰った野生生物種の回答数．

分類
種名
爬虫類 オカダトカゲ

回答数
4
IS
3
ヘビ類（ヒバカリ含む）
3
ニホンヤモリ
1
鳥類
スズメ
メジロ（シチトウメジロ含む） 2
1
ツバメ
1
シロハラ
1
キジバト
IS
1
コジュケイ
1
オオミズナギドリ
1
鳥種不明
IS
6
哺乳類 ネズミ類

n=12 名．放し飼いネコは 15 匹で，
繋留飼い個体を含む．同一世帯の同
一回答は 1 例とした．
御蔵島における外来種については，
種名の右上部に“IS”と記載した．
表中には含まれていないが，過去に
ネコを飼養した経験のある回答者か
らは，オカダトカゲ，ヘビ類，ネズミ
類，スズメの他に加え節足動物（ゴキ
ブリ，トンボ，クモ）の回答があった．

野放しネコへの餌やりについては，住民 128 名のうち 6 名が餌やりをしたことがあり，
すべてネコ飼養者であった．中には飼いネコを完全屋内飼養している飼養者も含まれてい
た．一時滞在者からは 1 名しか回答を得られなかったが，その 1 名は餌やりをしたことが
あった．与えた餌の種類は，キャットフード，魚，残飯の順に多かった．
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全回答のうち，今までに野放しネコから被害を受けたことがある人は 56.6%，今までに
ネズミ類から被害を受けたことがある人は 67.4%であった．ネコ及びネズミともに家屋等
への侵入が最多であった．ネコでは，次いで糞尿や騒音被害，ゴミ漁り，ネズミでは，次い
で家庭菜園や食料品への被害が挙げられた．いずれも被害内容の大半は生活被害であった．
70 名は自主的にネズミ対策を行っており，捕獲・捕殺ワナ，毒餌，ゴミの始末や清掃を中
心に実施していた．ネズミ対策目的でネコの放し飼いや野放しネコへの餌やりをしている
回答はなかった．
3-3. 「ネコ問題」や対策に関する知識，望ましいネコの管理手法
全回答のうち，86.0%の住民が近年のオオミズナギドリ繁殖数の減少を知っており，79.
8%の住民はその一因がノネコによるものだと知っていた．一方で，御蔵島以外の日本の島
嶼地域におけるノネコと野生生物に関する話を知っていた住民は，52.7%とやや低い結果
となった．いずれの項目についてもネコ飼養者は非飼養者よりも認知度が高く，他島嶼地
域のネコによる生態系被害の知識に関しては有意差がみとめられた（! ! =6.28，df=1，p=0.
01，表 3）．情報源や情報媒体に関する設問では，オオミズナギドリの減少は実際の経験か
ら多くの住民に体感されており，住民同士でオオミズナギドリの減少やノネコによる生態
系被害について話す機会も多いことが明らかとなった．他島嶼地域でのネコの生態系被害
については，マスメディア等の島外の情報が中心であった．
表 3．ネコ飼養者及び非飼養者のネコの生態系被害に関する認知度の差．

n=126（うち無効回答 1~3）．χ2 の独立性検定を用いた．知らなかった・わからないの回答
を合計し，Fisher の両側直接確率検定を用いた．ネコ飼養者の認知度がやや高く，他島嶼
地域でのネコの生態系被害の知識には有意差がみられた．

知っていた
オオミズナギドリ
の減少
オオミズナギドリ
減少原因はネコ
他島嶼でのネコ
の生態系被害

回答数
ネコ飼養者（20名）
19
非飼養者（104名）
90
ネコ飼養者（20名）
18
非飼養者（105名） 83
ネコ飼養者（20名）
16
非飼養者（103名） 51

%
95.0%
86.5%
90.0%
79.0%
80.0%
49.5%

知らなかった・
わからない
%
回答数
1
5.0%
14
13.5%
2
10.0%
22
21.0%
4
20.0%
52
50.5%

p値
0.46
0.36
0.01*

ネコ対策の認知度に関する設問では，「御蔵島村動物愛護及び管理に関する条例」，TNR
（取り組み自体の認知），御蔵島での TNR（過去に実施），御蔵島での里親式排除方式（現
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在実施）について尋ねた．全回答のうち，TNR と御蔵島での里親式排除方式の認知度は 8
4.5%，82.9%と高く，条例及び御蔵島での TNR の認知度は 65.1%，56.6%であった．しか
し，内容を詳しく知っていると回答した人は各認知度の半数程度であった．ネコ対策に関
してもネコ飼養者の認知度が高く，御蔵島での TNR では有意差がみとめられた（! ! =7.72，
df=1，p=0.006）（表 4）．
表 4. ネコ飼養者及び非飼養者のネコの生態系被害に関する認知度の差．

n=126（うち無効回答 1）．χ2 の独立性検定を用いた．知っていた・知っているが詳しくは
ない，知らなかった・わからないの回答を合計し，Fisher の両側直接確率検定を用いた．
ネコ飼養者の認知度がやや高く，過去の TNR 実施に関する知識には有意差がみられた．
知っていた・
知っているが詳しくはない

ネコ飼養者（20名）
御蔵島村の条例
非飼養者 （105名）
TNR（取り組み ネコ飼養者（20名）
の知識）
非飼養者 （105名）
御蔵島での
ネコ飼養者（20名）
TNR実施
非飼養者 （105名）
ネコ飼養者（20名）
御蔵島での
里親式排除方式 非飼養者 （105名）

回答数
16
67
19
88
17
54
19
87

%
80.0%
63.8%
95.0%
83.8%
85.0%
51.4%
95.0%
82.9%

知らなかった・
わからない
%
回答数
4
20.0%
38
36.2%
1
5.0%
17
16.2%
3
15.0%
51
48.6%
1
5.0%
18
17.1%

図 1．被害状況別の御蔵島のノネコ管理として望ましい手法．

n=126．4 つのノネコ管理手法について，4 つの被害状況の観点か
ら，それぞれ望ましいかどうかを 5 段階で回答を得た．
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p値
0.20
0.30
0.006*
0.31

御蔵島のノネコ管理として望ましい手法について，生態系への悪影響（生態系被害），糞
尿やゴミ漁り等の生活への悪影響（生活被害），感染症等の人への健康への悪影響（健康被
害），観光や産業への悪影響（経済被害）の 4 つの状況ごとに尋ねた結果を図 1 に示した．
状況を想定する回答形式で回答率は低下し，状況による回答の差はほぼみられなかった．
里親式排除方式は 62.7～79.3%，TNR は 32.5～37.3%が望ましいと回答した．捕獲・殺処
分を望ましいとする回答は TNR と同程度であったが，望ましくないとする回答がやや多か
った．管理を何もしないことについては，望ましくないとする割合が 63.5～69.0%で，多
くの住民は何らかの管理が必要だと考えていた．
3-4. オオミズナギドリや「トリトリ」に関する認識，態度
オオミズナギドリに対するイメージについて，「島の自然環境を構成している」「身近」
といった好的なイメージが多く得られた．「トリトリ」経験者（57 名，中央値 60 代）は，
「身近」「漁に役立つ」「食資源」「駆除すべき」と感じている割合が有意に高かった（! ! =
7.48, p=0.007; ! ! =11.72, p=0.001; ! ! =7.44, p=0.01; ! ! =4.90, p=0.046．いずれも df=
1）（図 2）．

図 2．オオミズナギドリの存在に対するイメージ．

n=129．複数回答形式．
「トリトリ」経験者と非経験者間の比較は有効回答 n
=126 で実施し（χ2 の独立性検定），有意差がみられた項目には*を示した．
有害鳥獣捕獲の「トリトリ」の今後の継続について賛否を問うたところ，全回答のうち，
継続に賛成を示した住民は 31.8%，反対を示した住民は 20.9%，どちらともいえないと回
答した住民は 44.2%であった．「トリトリ」経験者と非経験者の回答を Mann-Whitney U
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検定で比較したところ有意差はみられなかったが，
「トリトリ」経験者の方が継続に強く賛
成する人が多く，大いに賛成の回答のうち，77.8%が「トリトリ」経験者であった（表 5）．
表 5．「トリトリ」経験者と非経験者の「トリトリ」継続に対する賛否の比較.

n=126．Mann-Whitney U 検定を用いた．有意差はみられなかったが（p=0.08），
継続を強く望む人には「トリトリ」経験者が多かった．
大いに
賛成
回答数
%
「トリトリ」経験者（57名） 14 24.6%
非経験者（66名）
4
5.8%

賛成
回答数

9
13

%
15.8%
18.8%

どちらとも
いえない
回答数
%
23 40.4%
33 47.8%

反対
回答数

6
12

%
10.5%
17.4%

大いに
反対
回答数
%
5
8.8%
4
5.8%

3-5. 構造方程式モデリングによる「ネコ問題」に対する住民の意識構造モデル
望ましいノネコの管理手法に関して 4 つの被害状況による差がほぼみられなかったこと
から（図 1），SEM に用いる管理手法の望ましさの評価には 4 つの被害状況の回答の中央
値あるいは代表値を用いた．殺処分の望ましさにおける回答の欠損値には，項目「貰い手の
いないネコは処分（安楽死）すべきだ」との間に強い相関関係（r=0.72）がみられたことか
ら代入処理を行った．また，管理をしないことの望ましさには逆転処理を行い，
「管理の必
要性」とした．モデルに用いた標本では，有効回答のうち設問（B）の欠損値が多かった 3
回答を除外したところ，欠損値は各項目につき 1 割未満に収まった．設問（B）22 項目に
ついて探索的因子分析を実施した結果，3 因子が最も解釈が可能であり，因子負荷量が 0.4
5 以上の項目を選抜して各因子を「ネコの不適正飼養」
「ネコの脅威認識」
「ネコへの愛着」
と名付けて潜在変数とした．モデル中には相対する意識構造があり負の因子負荷量を持つ
ものがあったため，正の因子負荷量を持つ項目で信頼係数を算出した結果，0.65~0.76 とな
った．観測変数には，ネコや自然に対する意識や態度に関する設問 12 項目及びノネコの望
ましい管理手法 4 項目，野放しネコへの餌やり頻度 1 項目を採用した．さらに，経験によ
る作用が複数みられたため，ネコ飼養経験（現在ネコを飼っている），ネコによる被害経験，
ネズミによる被害経験，「トリトリ」の参加経験を外生変数とし，観測変数を 21 項目とし
た．
以上の標本と変数を用いて，ネコや自然に対する意識や態度，経験が望ましいノネコの
管理手法に影響を及ぼすという仮説のもとにモデルを構築し，分析を実施した．適合度指
標や修正指数に基づいて修正した結果，図 3 に示したモデルが得られた（適合度指標：! !
=198.27，p=0.06，GFI=0.96，AGFI=0.99，RMSEA=0.04，SRMR=0.08）．適合度指標は
良好な値が多かったが，SRMR の値から，残差の観点からのモデル適合は良いとはいえな
かった．パスはいずれも p<0.05 を採用した．図 4 には，望ましいノネコの管理手法に対す
る総合効果を示した．
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図 3． 構造方程式モデリング（SEM）による住民の意識構造モデル．

n=123．実線のパス（矢印）は有意水準 p<0.001，点線のパスは 0.001≦p<0.05 を示
す．パスの値（パス係数）が大きいほど，与える影響が大きい．赤色のパスはパス係
数が負のものを示す．

表 6．意識構造モデル（図 3）に省略名で用いた観測変数．

潜在変数

ネコの
不適正飼養

ネコへの
脅威認識
ネコへの
愛着

省略名
a1
a2
a3
a4
a5
ab
b1
b2
b3
ab
c1
c2

観測変数
外飼いのネコは幸せだ
餌やりは生態系被害を減らす
ネコへの餌やりはネズミを減らす
ネコの外飼いはネズミを減らす
ネコはネズミ退治に役立つ
ネコは御蔵島で最も強い生物だ
外来種は根絶するべきだ
ネコは生活被害をもたらす
ネコによる生態系被害は問題だ
ネコは御蔵島で最も強い生物だ
ネコはかわいい，好きだ
つい，ネコに餌やりしたくなる
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図 4．住民の意識構造モデルにおける望ましいノネコの管理手法への総合効果．

総合効果とは，直接パスが引かれている場合の効果（直接効果）と，他の変数を経
由して影響を与える場合の効果（間接効果）を総合した効果を指す．望ましいノネ
コの管理手法に関する 4 変数への総合効果を示した．
4.

考察

4-1. 御蔵島における新たなネコの移入可能性と放し飼いによる問題
御蔵島では飼いネコの半数以上が放し飼いされていたが，いずれも繁殖抑制がされてお
り，飼いネコ由来の個体数増加は抑制できているといえる．ただし，聞き取りでは，50 年
程前に一時滞在者がネコを飼いきれなくなり山中に遺棄した事例があったという情報が得
られており，御蔵島における一時滞在者や新規移住者が多いことから今後新たな個体が持
ち込まれる可能性に留意する必要がある．また，島内で捕獲されたノネコには馴化が困難
な個体や屋内飼養が難しい個体もいるとの声も聞かれ，飼いきれなくなったり，逸走して
しまったりする可能性も考えられる．以上から，条例で定める飼いネコ登録や所有者明示，
不妊去勢手術を徹底できる体制を整える必要がある．また，現在の条例遵守率は高いとい
えず，条例の詳しい内容の認知度も高いといえなかったことから，滞在者や移住者だけで
なく，住民への周知も重要と考えられる．
さらに，放し飼いネコの全個体が野生生物を持ち帰っていたことは，飼養匹数が少なく
ても留意すべきである．先行研究では，放し飼いネコ 1 匹につき月平均 3.5 個体の持ち帰
りが報告され，野生のネコ科動物よりも 1ha あたりの生態系被害が大きいと推定された（K
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ays et al., 2020）．ネコは捕食でなく遊びとしての捕殺をすることが知られており，野生
生物の持ち帰りは遊びにあたる．放し飼いネコにカメラを装着した研究では，ネコに捕獲
された野生生物のうち約半数が捕獲地点に置き去りにされ，約 3 割が食べられ，約 2 割が
持ち帰られており（Loyd et al., 2013），実際の捕殺及び捕食数は持ち帰り数よりずっと多
い可能性がある．さらに，ネコはジェネラリストかつ機会選択的捕食者（opportunistic p
redator）であり（Bonnaud et al., 2011），御蔵島のノネコの食性解析では，オオミズナ
ギドリの滞在する夏期と不在の冬期の間に，主な捕食対象はオオミズナギドリからネズミ
類に切り替わっていた．冬期には陸棲鳥類の捕食がやや増加したが，爬虫類の捕食割合は
いずれも低かった（Azumi et al., 2020）．持ち帰りの回答では爬虫類が多くみられ，オカ
ダトカゲへの潜在的な捕殺の影響が懸念される．また，オオミズナギドリやネズミ類が減
少した場合，ノネコの主な捕食対象が爬虫類や陸棲鳥類に切り替わる危険性も考えられる．
放し飼いによる問題は生態系被害だけではなく，放し飼いによって屋外の餌やり行為が
誘発される可能性がある．徳之島の「ネコ問題」に関する住民意識調査でも同様の傾向がみ
られていた（斉ほか, 2019）．餌やり行為自体は少なかったが，飼い主が自身の放し飼いネ
コに屋外で餌を与える場合と，住民や一時滞在者が他人の放し飼いネコあるいはノネコに
餌を与える場合が推測される．モデルにおいて，つい餌やりをしたくなる（c2）と餌やり頻
度に相関関係がみられたことから，餌やり行為は衝動的な感情と関連している可能性があ
る．聞き取りでは，近年，冬期に里に下りてくるノネコが増えているとの声もあり，これら
の個体に餌を与えたり，放し飼いネコの餌を食べられたりすると，本来は越冬できない個
体が生き延びたり，里に居ついてノラネコ化したりする可能性のほか，里に下りてくるノ
ネコの捕獲を妨げる場合も考えられる．
さらに，放し飼いや餌やりには，生活被害の「ネコ問題」が大きくかかわることも明らか
となった．半数を上回る住民は野放しネコからの被害経験があり，自由記述や聞き取りで
は被害による心理的負担の大きさを訴える声もあった．意識構造モデルからは，生活被害
の経験はネコを嫌う方向に作用する傾向があり，ネコ飼養者やネコへの愛着心のある人と
の感情的な対立構造を生むことが示された．御蔵島村の社会では人と人との距離が近く，
村内での「ネコ問題」に関する話しづらさの背景には生活被害の「ネコ問題」に起因する可
能性がある．生活被害は屋内飼養の徹底や餌やりの規制等で解決できる問題である．モデ
ルでは，ネコ被害経験者もネコへの愛着を持つ人も，程度の差はあるが，ノネコの管理手法
の選好性には同様の方向性を持っていた．放し飼いや餌やりといった社会的な「ネコ問題」
を解決できれば，生態系保全に関する「ネコ問題」に関する対話もされやすくなると考えら
れる．
4-2. 御蔵島におけるノネコの個体数管理やその手法の選好性への作用要因
住民の多くはノネコの管理が必要だと考えており，意識構造モデルからは管理の必要性
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を認識するには，自然保全意識や生態系被害の問題認識，ネコによる被害経験が影響する
と示された．自然保全意識は，外来種は根絶すべきという考え（b1）と負の共変関係のあ
る，ネコがネズミ退治に役立つという考え（a5）の影響がややあり，外来種管理とは異な
る考えの可能性がある．
ネコ飼養者は「ネコ問題」やネコ対策への認知度が高かったが（表 3，表 4），モデルで
は問題認識や管理の必要性への作用はみられなかった．先行研究では，ネコ飼養者はネコ
に関する知識が豊富だが，ネコの管理や規制には知識より態度が重要な作用を持つとされ
ており（Loyd and Hernandez, 2012），知識の普及だけでなく，意識に作用する啓発が必
要と考えられる．ネコの不適正飼養に関する考え（放し飼いや餌やりを肯定する考えやネ
コのネズミ退治への実用性の考えから構成される）からは管理が必要ないとする作用がみ
られており，屋外にネコがいる状態を望ましいと捉える意識を改善することが求められる．
ネコ飼養者の行動変容を促す場合には，ネコのウェルフェアや飼養者にとってのメリット
を提示するとよいとされる（Lilith et al., 2006; MacDonald et al., 2015）．屋内飼養を
推進するには外飼いのリスク（交通事故や他個体との闘争による受傷，御蔵島では発生し
ていないが感染症の罹患リスク等）の普及啓発が効果的と考えられる．
「トリトリ」の参加経験からも管理は必要ないという方向への作用がみられた．同時に，
ネコへの脅威認識（ネコがネズミ退治に役立つ考えや，ネコの生物としての強さの認識，外
来種の根絶意識，生態系及び生活被害の認識から構成される）を高める作用も同時にみら
れ，ノネコの生態系被害の問題意識は持たれやすく，経験者内で意見が分かれる可能性が
考えられる．
「トリトリ」には繁殖集団のモニタリング機能があるといわれ（岡, 2016），聞
き取りでは，現在も「トリトリ」に参加している人からは体感的にオオミズナギドリの減少
や危機感が聞かれた．一方で，高齢等の理由で「トリトリ」への参加をやめた人からは，現
状を知らず，もう関心がないという声もあった．
「トリトリ」経験者は非経験者と比べて年
齢層が高く，食資源や駆除すべきといったイメージもやや強い．オオミズナギドリの現状
を知らないまま駆除すべきというイメージがある場合には，管理の必要性を認識しない可
能性が考えられ，最新情報の提供が必要と考えられる．
不適正飼養の考え及び「トリトリ」経験は，いずれもネコはネズミ退治に役立つ（a5）
考えを高める傾向にあった．奄美大島や徳之島では，ネコがネズミやハブ対策に役立つ考
えから餌やり頻度や放し飼いが起きていると考えられており（塩野﨑ほか, 2018; 斉ほか,
2019），北海道の天売島では，ドブネズミによる漁業被害が増加してノラネコの捕獲が一時
中断された（環境省, 2017b）．しかし，本研究ではネコの実用性の考えと，餌やり頻度や
ネコの飼養経験，ネズミによる被害経験の間には関連がみられなかった．奄美大島や徳之
島，天売島の基幹産業は農畜産業や漁業であるが，現在の御蔵島の基幹産業は観光業であ
り，ネズミの産業被害は考えにくいことが一因と考えられる．また，林業が主幹産業だった
頃には，ごく一部の住民がネズミの食害防止目的で山中での炭焼き生活にネコを同伴しつ
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つも自主的な個体数管理をしていたとされ（岡, 2019），ネズミへの実用性の考えがあって
も餌やりや放し飼いが定着することはなかったと推測される．高齢者が多い「トリトリ」経
験者は，不適正飼養とは関連なく，ネコのネズミへの実用性の考えを持っていることが推
測される．一方で，ネコの不適正飼養の考えからのネズミへの実用性の考えへの影響は，ネ
ズミの実害を伴わず，放し飼いや餌やりを肯定する考えの延長によると推測される．ドブ
ネズミ被害で捕獲を中断した天売島では，ネコに頼らないネズミ対策や対策支援をノラネ
コ対策に組み込むことで捕獲を再開することができた（環境省, 2017b）．御蔵島では自主
的にネズミ対策をしている人も多く，ネコに頼らないネズミ対策は受け入れられやすいと
考えられる．
管理手法の選好性については，里親式排除方式は住民の多くが望ましいとする手法であ
り，特にネコへの愛着から強い支持を得た．意識の対立構造もほぼなく，管理が必要と認識
されれば里親式排除方式への合意は容易と考えられる．
TNR 及び殺処分では賛否が分かれた．TNR はネコへの脅威認識やネズミによる被害経
験からも否定的であった．TNR はネコを減らす手法ではあるが，一時的には屋外にノネコ
やノラネコがいる状態を容認し，その間も生態系被害や生活被害は継続するため，ネコの
脅威認識からは否定的と考えられる．また，ネズミ被害経験からの負の影響があったこと
は，先述と同様に，ネズミ対策の観点から野放しネコを容認する考えがみられないことを
示唆する．殺処分については，ネコへの脅威認識が賛成し，ネコへの愛着が反対する傾向が
みられた．作用も大きく，最も対立構造となりやすい手法だと考えられる．殺処分はネコに
とって侵襲性が高い手法で，ネコ飼養者やネコ好きな人から強い反発が生じうる．ネコへ
の愛着はネコの脅威認識を下げる傾向があり，殺処分への反対意識が生態系被害の問題認
識を妨げる可能性もあり，殺処分に関する議論には慎重さが求められる．
4-3. 御蔵島における人とオオミズナギドリのかかわり
ノネコ管理の主目的は生態系保全であり，オオミズナギドリに対する住民の意識も影響
しうる．オオミズナギドリは島の自然環境を構成し，身近で，村の社会的側面にも関連し，
守るべき存在といった印象が多く得られた．小笠原群島では，保全対象の固有種アカガシ
ラカラスバト（Columba janthina nitens）に関する住民の認知度が低かったことから，
保全対象種を知ることから始める必要があり（有川, 2018），オオミズナギドリの保全は比
較的推進しやすいと考えられる．ただし，オオミズナギドリは繁殖数が多く身近であるゆ
えに，一部の人には問題の緊急性が感じられていない可能性がある．オオミズナギドリの
減少やノネコの影響に関する認知度は高いが，聞き取りや自由回答では，繁殖個体数の減
少速度までは知らなかったという声もあった．現状だけでなく今後の減少速度や将来的な
繁殖数予測に関する情報も併せて提供することが効果的と考えられる．さらに，
「トリトリ」
の今後についても検討と意思統一が必要である．
「トリトリ」の継続には賛否両論で，聞き
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取りや自由記述では，ノネコの管理より「トリトリ」を中止すべきといった意見や，村の文
化として重要だが個体数の状況によって見直すべきといった声が聞かれた．オオミズナギ
ドリ保全を目的としたネコ対策を考える中では「トリトリ」に関する議論も併せて実施す
る必要と考えられる．
4-4. 御蔵島における「ネコ問題」の解決に向けて
以上より，御蔵島の「ネコ問題」における里周辺での対策として，島にネコが新たに持ち
込まれる可能性を想定した体制整備や条例の周知及び屋内飼養の推進の 2 つの優先度が高
いと考えられる．屋内飼養が進めば餌やり行為や生活被害としての「ネコ問題」は減少し，
住民間でのネコに対する対話がしやすい状況となると考えられる．山中のノネコへの対策
としては，まず，個体数管理を妨げる要因に焦点を当てた普及啓発や情報提供により，管理
の必要性についての理解と合意を得る必要がある．管理手法としては里親式排除方式が最
も意見対立は少ないと考えられるが，島内に数百匹生息するノネコの効率的捕獲の実施や，
捕獲個体の一時保管場所及び島外搬出先の確保といった実現可能性に関する課題が数多く
存在する．課題をクリアする計画策定や体制確保には合意形成が欠かせず，ネコの飼養者，
ネコによる被害経験者，ネズミによる被害経験者，
「トリトリ」経験者といった主要なステ
ークホルダーを含む議論の場が求められ，その際には本研究で作成した意識構造モデルが
相互理解の手助けとなりうる．ノネコの個体数管理やその手法だけでなく，生活被害問題
や「トリトリ」の継続を含めた総合的な議論が望ましい．生態系保全，生活環境の改善，オ
オミズナギドリと人の歴史文化といった視点から，
「ネコ問題」の解決を目指していくこと
が必要である．
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ロシア船漂着のあらまし

広瀬節良
御蔵島村教育委員会

はじめに

慶応 4 年（1867，明治元年）鳥羽・伏見で旧幕府軍と薩長の官軍が武力衝突する「戊辰
戦争」が始まり，時代は明治に代わるという日本史の大動乱の最中，御蔵島に再び大きな
「海難」が降りかかることとなる．
最初の「海難」とは，文久 3 年（1863）の「米国船バイキング号漂着事件」である．こ
れは開国直後の江戸末期に，苦難しながらも 480 名の異国人を救助したという一件である．
この漂着事件の全容解明は，昭和 30 年代にたまたま御蔵島を訪れた高橋基生先生(植物学
者・東京大学)が丹念に調査し著書も表し，世間に知らしめたのが始まりである．この事件
に関わった島の旧家には当時の様子を表した記録日記（「西洋黒船漂難一件記」栗本市郎左
衛門著）も残されていた．船の錨なども海中より引き上げられ，高橋先生の尽力により日米
双方に記念碑もつくられるという事業にまで発展した．その後，高等学校の教科書に掲載
されたり，公立学校の道徳資料集に取り上げられたり，関連の書物も出版されたりしてい
る．
一方，この事件よりわずか５年後の慶応 4 年（明治元年）に御蔵島に降りかかった第二
の「海難」は「ロシア船ディアナ号漂着事件」である．この時は 12 名の異国人の漂着（生
存者は 9 名）であり，バイキング号の時と比べると規模も極小さく，資料なども少ない．
さらに最初が米国船であり，次がロシア船ということで，日本人の感覚からすると後者（ロ
シア）の方は関心が薄いようであり，御蔵島の人にとってもほとんど忘れ去られているの
が現状ではなかろうか．遺跡としてはわずかに墓所の隅に墓石が残るのみであり，その存
在すら知る人は少ないようだ．
そこで，この事件を現在自分の分かる範囲で記録としてまとめておけば，後世の御蔵島
の歴史研究の一つの材料になるのではと考えた．またこの事件について，何かしらご存知
の方や資料などお持ちの方がおりましたらぜひご教示いただき，より正確なものを遺して
いきたいと思う．
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米国船の次は露西亜船，再び異国人の救助

御蔵島では何時の時代も，国が混乱状態であっても海に生きる民俗として同胞人はもち
ろん，どんな人種であろうとともかく遭難した者を救助することに全力を尽くしてきた伝
統がある（これはほかの伊豆の島々でも同様であろう）．
慶応 4 年 2 月 15 日，ロシア船ディアナ号が御蔵島沿岸で激しい風波により漂着沈没し
た．艀（救命ボート）2 艘で脱出したが 1 艘は行方不明となり，もう 1 艘の乗組員 12 名は
島の「松ケ下」あたりの海岸にたどり着く．そのうち 9 名は救出されたが 3 名は溺死して
しまったという事件である．死亡者の 1 名はロシア人で松ケ下沖にて誤って海に落ち，あ
と 2 名は日本人で長崎の商人・六野屋種次郎，松尾屋鎮三郎という者であり，3 名は入金海
岸に埋葬されたということだが，現在は村の墓地（神の尾）の片隅に墓石がある（図 1）．

図 1．ハカショにある墓石

生き残った 9 名の内訳は，中国人 4 人，アメリカ人 1 人，黒人 3 人，日本人 1 人である．
ロシア人が含まれておらず，行方不明となったもう 1 艘がロシア人だったのかも知れない．
日本人は名前を山田屋久兵衛といい，和泉国岸和田の商人の手代であった．久兵衛は江戸
での商用を終え，ロシア人の斡旋により神奈川奉行の許可を得て乗船していたという事で
ある (この時代日本人が異国船に乗ることは一般的に許可されていない) ．
村の人々は黒人が混ざっていることを知り，珍しがってわざわざ見に行った，というこ
とを聞いたという古老からの聞き取りも残っている．ロシア船ディアナ号漂着事件の救助・
対応の当時の資料は御蔵島村役場に残る「御用留類」と昭和 50 年代の学校の児童による古
老（知識人）への聞き取り資料「御蔵島子ども風土記」及び「御蔵島島史」で紹介されてい
る．ともあれ直近のバイキング号漂着事件時の御蔵島の対応を振り返ると，当然この時も
島民の懸命の救助と思いやりのもてなしで対応し，乗り切ったことが推測される．
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ロシア船漂着への対応

バイキング号漂着事件の時と同様，今度もいち早く地役人（この時は広瀬弥惣兵衛）がロ
シア船漂着を注進するために横浜に向かう．前回のバイキング号の件では韮山代官所の対
応が遅かったことに懲りてか，今回は直接横浜の神奈川奉行所に行ったようである．弥惣
兵衛は横浜で蒸気船を雇い島にいる異国人たちを迎えに行こうとしたが，途中で海が荒れ
て断念した．その間，孤島で食うや食わずの生活を強いられている島民にとって長期わた
る 9 名の遭難者の保護は物理的に大きな負担であり，異国人にとっても見ず知らずの離島
での遭難者生活は相当苦痛であったであろうと推測される．内地よりなかなか連絡の来な
い島の方ではしびれを切らして，バイキング号漂着事件で尽力した栗本市郎左衛門（この
時は年寄役）を第二の使者にして廻船を雇い遭難者 9 名を連れて内地に向かわせた（３月
になってからからだと推測される）．浦賀に着いたものの，またもや風向きが悪くなり，横
浜にたどり着くことができないので，陸から横浜に向かった．横浜には４月に入ってよう
やくたどり着いている．横浜では先発の弥惣兵衛が待っていて，弁天通りの丸岡屋幸次郎
という者の宿屋に遭難者（異国人）を一緒に宿泊させ面倒をみながら，対外交渉をおこなっ
ていた．ところが神奈川奉行所から異国人引き取り方について依然として何の指令も沙汰
も出ず滞在が長引き，さらに経費が嵩んでいった．市郎左衛門は 4 月 26 日に横浜裁判所
（幕府が倒壊して神奈川奉行所は横浜裁判所に改称）に，この事件の諸経費として金 166
両支給の願書を提出している．また宿となっている丸岡屋幸次郎方からも裁判所に宿の未
払いの件について願書も出ている．漂着より 2 か月に及ぶ遭難者にかかる経費と内地で要
する費用，傭船代等，島にとって負担の大きいものであったことは間違いない．この後の足
取りはよくわからない．また幕末から明治維新の歴史の大動乱の最中で，この件で政府が
御蔵島にどれほどの補償をしてくれたかは定かでないが，記録が全くないことから，おそ
らく何もしてくれていないものと思われる．
語り継ぐために

米国船バイキング号漂着事件は前述のとおり高橋先生により日の目を見て立派な記念碑
も日米両国にあり，船のキャプスタンや海より引き上げられた錨も稲根神社境内に展示さ
れ，郷土資料館にも関係資料が展示されている．
一方，ロシア船ディアナ号漂着事件の方は規模も小さく資料も乏しく，現在知る人もほ
とんどいないという状況である．しかし規模や人数の多少に関わらず江戸時代の日本で，
それも絶海の孤島の住民たちが外国船の遭難者を相次いで救助したという事実はもっと知
られてしかるべきであろう．
ロシア船ディアナ号に関して，本船の物と思われる錨が漂着した沿岸の海中に存在する
という情報があったようだが定かではない．もしそうであるならばイルカウオッチングな
どの時に海中に錨らしきものを見つけたら教育委員会や観光協会にでも情報を寄せていた
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だきたいものである．墓石の他に錨の存在が分かれば，実際のロシア船の漂着事件を後世
に伝えていく手掛かりとなろう．
いずれにしても幕末維新の混乱期に相次いで起きた大国アメリカ・ロシア船の漂着，救
助という国際事件に関して極小離島・御蔵島の人たちは島人らしい人道と博愛の精神で体
を張って「異文化交流」を成し遂げたといえまいか．
私たちは御蔵島の先人が残してくれたこれらの偉業や史実を，島に生きる若い世代はも
ちろん島を訪れる人たちに誇りをもって語り継いでいくことが課題であると考える．
参考資料

平成 21 年

御蔵島漂着・遭難事件．栗本一郎調べ．
御蔵島島史．P385～400．御蔵島村発行．

平成 18 年

御蔵島近世資料集．第 6 章「漂流漂着及び破船」西川浩編
「差上申證文之事」慶応 4 年

役場状 133 番

「西洋魯西亜船漂破諸用集」慶応 4 年

平成 3 年

御蔵島村役場古文書写

役場冊 25Ｂ番

御蔵島村役場古文書写

御蔵島子ども風土記 2．P122～124．御蔵島小学校．昭和 56 年 2 月．
小学 6 年生・広瀬修君による栗本岩松氏，栗本恒夫氏への聞き取り収録
墓石

神の尾墓地

明治 3 年建立
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