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沖縄島に移入されたジャワマングース（碓やesZeF
ﾉﾋJyQ"icus）の食`性と在来種への影響を把握するために，

たジャワマングース（Lbpes嫁/αwJ"jc“）は，移入地

１９世紀末に西インド諸島やハワイ諸島などに移入され

沖縄島の北部地域において捕獲した83頭のマングースの

において多くの在来種の減少や絶滅に関与してきた

消化管内容物を分析した．餌動物の出現頻度と乾燥重量

(Gorman,1975；Everardelaﾉ.，1981；NClIisandEverard’

は，昆虫類（71％，８８ｍｇ)，爬虫類（18％，２７ｍｇ）お
よび貧毛類と軟体動物（12％，３３ｍｇ）が高い値を示し

1983；Hoaglanderα/､,1989;Nellis,1989；Ｌever,1994；自
然環境研究センター，1998)．沖縄島では，岸田（1927）

た．また，哺乳類，鳥類，両生類および昆虫類以外の節

が移入されたマングースの餌動物を初めて分析し，脊椎

足動物もマングースに捕食され，マングースの餌動物は

動物10種と無脊椎動物８種を同定した．また，当'1｜

極めて多岐にわたっていた．マングースが捕食した餌動

(1981）はマングースの餌動物が広範な分類群に及ぶこ

物の体重を算出すると，哺乳類，鳥類，爬虫類および昆

とから，在来種への影響を初めて指摘している．近年で

虫類がほぼ均等の重量で消失していることが示唆され

は沖縄開発庁（沖縄総合事務局北部ダム事務所，1995a，

た．一方，餌動物の個体数と繁殖力を考慮すると，爬虫

b）および川上（2000）によって，マングースの餌動物

類への影響は極めて大きいと考えられた．さらに餌動物

が主に報告されている．しかし，沖縄島のマングースの

として，固有種や絶滅のおそれが高い動物種が同定さ

食性については，餌動物の構成比や消失量にまで検討が

れ，マングースがこれらの動物に直接影響を与えている

及んでおらず，食性の詳細は不明のままである．本研究

ことが明確になった．現状を放置すれば，海外の多くの

では，マングースの在来種への影響を検討することを目

島喚で起こったマングースによる在来種の減少および絶

的として，沖縄島北部で捕獲したマングースの消化管内

滅が，沖縄島でも繰り返されることは明らかである．沖

容物の構成を分析し，餌動物の消失量の推定ならびに餌

縄島では2002年３月までの予定で，やんぱる地域に侵入

動物の同定を実施した．

したマングースの駆除が実施されているが，やんぱる地

域における駆除の完了は急務であり，これ以降の駆除事
業の継続が強く望まれる．さらに駆除した地域へマン
グースを侵入させない方法を早急に確立する必要があ
る．

材料と方法
Ｌ調査地とマングースの捕獲

分析に供したジャワマングースは，1998年11月４日か
ら24日に，沖縄島の大宜味村白浜，大保，江州原および

小合剛ほか
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図１．食･性を調査したジャワマングースの捕獲地．

マングースは，沖縄島（a）北部のやんばる地域の南西側（斜線で示した部分）において捕獲した．ＳＴは塩屋湾と平良
湾を結ぶ架空のライン．このラインより北東側全域は，希少度と固有度の高い在来種が多く生息する，通称やんばる地
域．ｂは捕獲地の拡大図．○は1998年11月，●は1999年３月の捕獲地点．海岸近くの集落（■）のほかは，大半がイタ
ジイ（OJsrq"qPsLssie6o蝉）を優占樹種とする常緑広葉樹林．ｂｓは塩屋湾，Ｒ５８は国道58号線，Ｒ３３１は国道331号線，Ｒ
ｌ４は県道14号線，ｒｈは平南川，ｒｇは源河１１１，ｒｋは慶佐次川，▲mtは津波山（234ｍ)，▲ｍｕは宇橋山（284ｍ)，ｏは果

樹園，ｆは牧場，100および200は標高を示す．

宇出那覇において捕獲した雄14頭，雌21頭，ならびに

に主に設置した．ワナの点検は，1998年11月の調査では

'999年３月15日から25日に，沖縄島の大宜味村津波，名
護市後原および源河において捕獲した雄31頭，雌17頭の

２日に１回，1999年３月の調査では１日１回実施した．

合計83頭である．調査地の植生はイタジイ（QJs『α'Jqpsな
sje6o雌/)が優占樹種で、タブノキ（Pe'TeatA""ｂｅ'悪")，

楽死させ，解剖まで冷凍保存（-20℃）した．

イジユ（比ﾉii加Ｑｗｑﾉﾉjcﾉiijssp/､ﾉlme"sjs）およびヒメユズ
リハ（D`Zpﾉｹ"jpﾉｾｿﾉﾉiJ腕ssp・陀伽､α"""）などがみられる常

2．消化管内容物の湿重量，分類と同定，出現頻度なら

緑広葉樹林である．調査地は河川と小規模な集落および

果樹園などを含んでおり（図１），最高標高は２８４ｍ

消化管は解剖時に胃から直腸までを一括して摘出し，
10％ホルマリン溶液により数日間浸漬固定した後，７０％

(宇橋山）で，平年年間降水量は約2000ｍｍである（国

エチルアルコール溶液中に保存した．消化管内容物は消

立天文台，1995)．藤枝（1980）と阿部（1994）の報告

化管を切開して摘出し，０．１ｍｍメッシュを用いて洗浄

によれば，この地域には1978年以降にマングースが侵入
したと考えられている．

マングースの捕獲はスルメを餌とした箱ワナあるいは

カゴワナを用いて行った．ワナは林縁部のススキWHs‐

捕獲個体は直ちにジエチルエーテルの過量吸入により安

びに乾燥重量

し，内容物湿重量を電子天秤（0.019目盛り）で測定し
た後，肉眼および実体顕微鏡下で，ｌ)哺乳類，２)鳥類，
3）爬虫類，４）両生類，５）昆虫類，６）昆虫類以外の節

cα"肋"ｓｓｊ"e'、s）やシロノセンダングサ（B雄'jspjmsa

足動物門，７）その他の動物（主に貧毛類と軟体動物)，
8）植物，９）人工物，１０）不明，の各餌項目ごとに分類

wJ,.Fα`ｍＪｔｑ）などの草本類がみられる，やや開けた草地

した．また，乾燥重量を測定する前に被毛，羽毛，骨，

沖縄島北部のジャワマングースの食性
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鱗あるいは体の一部（例えば貧毛類では砂嚢）などの形

表１．ジャワマングースの消化管内容物の湿電景

態を基に，餌動物の同定をできる限り下位の分類群まで

捕獲年月・性個体数平均±標準偏差最小一最大

１．８９

４１４１

３．７１

３２２８

１．５０

土十一十一士

項目を検出した個体数/総個体数×100）を求めた後，７０

3．６４

６２４２

分類した内容物は，餌項目ごとの出現頻度（特定の餌

1999年３月

４１１７

シュに残った砂泥は，測定から除外した．

1998年11月

１２３１

の材料であることが明らかであった木材と留め金，メッ

雄雌雄雌

試みた．なおこの際，ワナ餌，マングースの被毛，ワナ

０．０６－１９．２２
０．００－１０．０９

０．３２－１６.７５
０．０３－１２．１７

単1kは９．

℃で24時間乾燥させ，乾燥重量を電子天秤（0.1ｍｇ目
盛り）で測定し,･個体ごとに，全餌項目に対して占める

各餌項目ごとの乾燥重量比を算出（特定の餌項目の乾燥

昆虫類に次いで動物質の餌項目で出現頻度が高かったの

重量/総乾燥重量xlOO）した．

は爬虫類（11～23％）ならびにその他の動物（９～15％）
であった．動物のほかには植物（34～60％）が高い頻度

3．餌動物の消失量の推定

で検出されたが，これらのほとんどは葉や茎の部分と判

マングースの捕食によって消失した餌動物の重量を推

断される微細片であった．さらに人間生活に由来する人

定するために，Ｋｉｎｇ（1989）および阿部（1992）による

工物として，新聞紙，調理済みと想像されるニンジン片

餌項目の評価法を参考にして，各餌項目１個体の重量

とダイコン片が検出された．

(哺乳類，３０９；鳥類，２０９；両生類，爬虫類，ｌｏｇ；節
足動物類（門)，１９；その他の動物，２９；植物，０．５９；
人工物，不明，２９）を設定し，これに最低検出個体数

3．餌項目の乾燥重量

を乗じて，各餌項目の重量と構成比を補正算出した．

目間で統計学的な有意差は認められなかったものの，

消化管内容物の乾燥重量ならびに乾燥重量比は，餌項

1998年11月の捕獲個体では，昆虫類（160.2ｍｇ，５９．６
％）がそれ以外の餌項目よりも高い値であり，爬虫類

4．統計学的解析方法

検定により，同一調査時期における餌項目間の差は分散

(28.0ｍｇ，10.4％)，両生類（36.4ｍｇ，13.5％）および
その他の動物（21.3ｍｇ，7.9％）も比較的高い値を示し

分析法（ポストホツク・テストはScheffe法）により検

た（表211999年３月の捕獲個体では，その他の動物

定した．

(主に貧毛綱のフトミミズ属）（42,3ｍｇ，２４．７％）が最

乾燥重量の調査時期による差は，Mam-WhitneyのＵ

結

果

Ｌ消化管内容物の湿重量

ワナ餌などを除いた消化管内容物の湿重量は，雄では

平均３．７９，雌では１７９で，雄の方が高い値であった
いく0.05).調査時期ごとにみた場合,有意な雌雄差は

も高い値を示し，昆虫類（36.1ｍｇ，21.1％)，昆虫類以
外の節足動物（主に等脚綱と甲殻綱）（30.7ｍｇ，17.9％）

および爬虫類（26.2ｍｇ，15.3％）が比較的高い値を示
した．乾燥重量の両調査時期の間には，昆虫類以外の節

足動物（p＜0.05）と植物（p＜0.001）において有意な
差がみられた．また，統計学的な有意差はなかったが，

おいて高い傾向が見られた（表ｌ）．また，９８年秋に捕

1998年11月の昆虫類の乾燥重量（平均160.2ｍｇ，最大
３０２４．１ｍｇ）は，1999年３月（平均３６．１ｍｇ，最大
343,5ｍｇ）よりも高い値を示し，比率に換算すると約

獲した35頭のうち31頭（86％)，９９年春に捕獲した48頭

60％をしめた．

みられなかったが，何れの時期も内容物の湿重量は雄に

のうち39頭（81％）では，内容物の湿重量は５９未満で
あった．

4．餌動物の消失量の推定

餌項目の消失重量を補正算出すると，1998年11月と
2．餌項目の出現頻度

餌項目として設定した動物質７項目，植物および人工

物が消化管内容物から検出された．1998年11月と1999年

1999年３月の両時期ともに，鳥類（２．３９，１．７９)，爬虫

類（１．１９’２．３９）および昆虫類（2.59,1.29）が総じ
て高い重量となり，これに哺乳類（１．７９，０．６９）が続

３月の両時期において，出現頻度に大きな差はなく，両

いた（表２）．これら４項目を全項目に対して占める比

時期ともに，動物質の餌項目では昆虫類が約70％のマン

率に換算すると，いずれの項目も約１０％～30％の高い比

グースから検出され，最も高い頻度を示した（表２）．

率を示し，４項目を合計すると全体の80％以上を占めた．

5.7２．１３．６

,１月5）３月`）計fｊ
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Ｏ

０
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を合わせて集計した値．.；1998年11月の乾燥重並に比べて有意差が認められた（p＜0.05)＿、察；1998年11月の乾燥重量に比べて有意差が認められた（p＜

カッコ内の数値は最大値．最小値はいずれの項目Ｍであった．４）；数値は推定消失軍鼓の平均値の比率．５）；1998年11月．６）；1999年３月．７）；両調査時期

1）；数値は平均値．２）；数値は乾燥重景の平均値の比率．３）；数値はＫｉｍｇ（1989）と阿部（1992）による評価法で補正した餌項目ごとの重量の平均値．1,3）；
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全fnI項目に対する

乾燥重量比（％)2）

３月6〉計7）１１月5）３月5）計7）１１月5）３月6）計7）１１月5）３月〔》計7）

（119.5）

（76.4）

２．３

11月5）

乾燥重量（Ing)'）

その他８．６14.612-0

昆虫類以外０１２．５７．２

昆虫類６ａ６７２．９７１．１

節足動物（門）

両生類２．９２．１２．４

爬虫類１１．４２２．９１８．１

鳥類１１．４８．３９．６

哺乳類

動物

餌項目

出現頻度（％）

表2．ジャワマングースの消化管内容物から検山した各餌項目の冊現頻度，乾燥重量および推定消失重量

、⑤

テ鋤星煎ご）

沖縄島北部のジャワマングースの食･性

5７

表３．ジャワマングースの消化管内容物から同定した動物種とそれらを検出したマングースの個体数
餌動物種名

マングースの個体数'）

備考2）

1998年11月1999年３月
１

１１

哺乳類
ワタセジネズミ
目以下不明
鳥類
目以下不明

４

４

爬虫類
１

ヘビ亜目

２

中部琉球固有亜種，絶Ⅱ

１

１

メクラヘビ

１００

キノポリトカゲ

南西諸島固有種，準絶

０

両生類
オキナワアオガエル

１

０

イポイモリ

０

１

０２３０６００７

１０６４９５２８

沖縄諸島固有種
中部琉球固有種，絶Ⅱ，県天

節足動物門
昆虫類
アカアシハラナガツチバチ

クロバエ科
アリ科

１

０００

１

１
４

０９】ｎＵ

０１２

直翅目
甲虫目
膜翅目
目以下不明
昆虫類以外
等脚目
唇脚目
甲殻綱
その他
フトミミズ属
軟体動物門
綱以下不明

１

マダラコオロギ

未記載種の可能性あり

l）；個体数とは，示した動物種（分類群）を検出したジャワマングースの個体数.２）；準絶は新
レツドデータブツクカテゴリー（日本版）（環境省ホームページ）における準絶滅'’4種，絶Ⅱは

環境庁（2000）における絶滅危倶種のうちの絶滅危倶Ⅱ類に該当する種．県天は沖縄県指定天然
記念物．アカアシハラナガツチバチ（Ｑ２"J"Jlome,ｊｗ"［qdbip“）以外の種の学名は本文中に記し
た．

5．

餌動物の同定

消化管内容物より同定した餌動物とその個体数を表
３に示した．哺乳類では両調査時期において，各ｌ個体

ワアオガエル（RAQcOpﾉ､灯⑬ＷｒｊｄｊＳｖ加聴）（図２－.）と
イポイモリ(7)ﾉﾉor。""。〃α"｡‘沼。"j）（図2-e）が未消化
の状態で検出された．

の消化管内容物からワタセジネズミ（◎｡c物ｍｗｔＱｓｅｉ）

節足動物門の昆虫類では計３目２科２種を同定した．

を同定した（図２－a)．また，1998年３月の捕獲個体よ

昆虫類は直翅目が大半を占めていた．なかでもマダラコ

り，1本の黒褐色の被毛を検出したが，目以下の同定は

オロギ（ctz,ｾﾉｵ｡“cリノ“"owJegﾂﾞj"“e）は最も多く同定さ

できなかった．鳥類はいずれも羽毛あるいは噛が検出さ

れ，１頭の雄マングースの胃から，最低でもマダラコオ

れたが，目以下の分類は不明であった．爬虫類ではキノ

ポリトカゲ（JtJpα/"ｍｐｏｂｌｇＤ"Ｑｌａｐｏ６Ｅひ"αZα）（図2-b）
ならびにメクラヘビ(Ｒａ"1ＰＡＯ(YpA/ｑｐｓ６ｍ腕j"Ⅸs)（図2-c）

ロギ26個体と直翅目２個体を検出した例があった（図２

－f)．昆虫類以外の節足動物では甲殻綱，等脚目および
唇脚目の動物を同定した．以上の他に，軟体動物門３個

を同定した．さらに，1998年11月には２個体，1999年

体および未記載種の可能性がある貧毛綱のフトミミズ属

３月には10個体の消化管内容物から，腹板と椎骨を主体

(P/ieret〃ａｓP.）を同定した．

としたへビ亜目の内容物を検出した．両生類ではオキナ
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図２．ジャワマングースによって捕食きれた沖縄島の在来種．

ａ；ワタセジネズミの被毛と骨片．ｂ；ほぼ原形を残して検出されたキノポリトカゲの後肢と尾の一部（左)，
a，ソプモンィ､ハミI'」繊毛こ官庁・ｂ５(|まは曝杉芒残して検11}されたキノボリトカゲの後肢と尾の￣部（左)，胸部の一部
(右上）および肢端（右下)．ｃ；４分割されたメクラヘビ．。；オキナワアオガエルの右後肢（左端）と体部の－部.ｅ；
イポイモリの左前肢（上右）と体部の一部．ｆ；１頭のマングースの消化管から多量に検出きれたマダラコオロギを中心
とする直翅目の昆虫類．いずれもスケールの最小目盛りは1ｍｍ．

考察
1．

沖縄島のマングースの食`性

消化管内容物の湿重量の最大値は，雄で約２０９，雌で
は約１２９であり，本種には一度に少なくとも２０９以上

の餌を捕食する能力があると推察された．

餌動物の出現頻度では，昆虫類が約70％のマングース

から検出され，餌動物の乾燥重量とその比率も昆虫類が
高い値を示し，昆虫類がマングースの重要な餌資源の－

つとなっていることが示唆された．１１月と３月を比較す
ると，昆虫類の出現頻度（68.6％，72.9％）は変わらな
いが，昆虫類の直翅目の現存量が増えると思われる11月

には，昆虫類の乾燥重量が顕著に高く（160.2ｍｇ)，
３月には，その他の動物（貧毛類；４２．３ｍｇ)，昆虫類以

外の節足動物（等脚綱と甲殻綱；３０．７ｍｇ）および昆虫
類（36.1ｍｇ）が，並んで高い値を示した．これらのこ
とから，いずれの時期も沖縄島のマングースは昆虫類を
中心とした地上あるいは浅い地表下を排掴する小動物に

沖縄島北部のジャワマングースの食性

餌資源の多くを依存していることが推察された．昆虫類

が主要な餌動物となることは，同種が移入された奄美大
島（阿部，1992)，ハワイ諸島（BaldwinejaL，1952；

(River,1948）を除いて，本種の普遍的な食性の特徴と
してとらえることができる．

昆虫類に次いで出現頻度が高かった爬虫類は，奄美大

島（阿部，1992)，VitiLevu島（Gorman，1975）および

西インド諸島
ハワイ諸島
フィジー諸島
沖縄島

4/７

4/3８

０/０

３/９

０/0

３/９

１

１

12/4５

０/０
０/４
３

１００２

においても同様で，海岸域に主な生息域を持つ場合

移入地哺乳類鳥類両生類爬虫類その他
ⅣⅣ〃１

ユーゴスラビアKorcula島（CavalliniandSemHnLl995）

表４．ジャワマングースの移入によって絶滅あるいは減少し
た動物の種数と本研究で検出した動物の種数

趣刈如２
５００

Kami,1964)，フイジーのVitiLevu島（Gorman,1975)，
西インド諸島のプエルトリコ（PimenteL1955）および

5９

各諸島の数字は，NeUisandEverard（1983)，Tomich（1986)，

Ncllis（1989）およびLcver（1994）をもとに，自然環境研究
センター（1998）が取りまとめたもので，絶滅／減少（いず
れも延べ数）を示す．沖縄島の数値は本研究において検出し
た餓低動物種数．

プエルトリコ（PimenteLl955；Vilella，1998）において

も，マングースによって高い頻度で捕食されており，い

捕食される頻度と量の両面では，爬虫類，昆虫類，貧

くつかの地域で共通して，捕食されることの多い脊椎動

毛類および軟体動物が高値を示しており，前述の補正結

物となっている．

果を考えあわせると爬虫類と昆虫類には極めて大きな影

以上の餌動物のほかにも，沖縄島のマングースは哺乳

響が及んでいると推察される．奄美大島のマングースの

類，鳥類および両生類を捕食しており，本来の分布地

食`性を分析した阿部（1992）も述べているように，特

(Prater,1971；CorbetandHill,1992）やほとんどの移入地
(たとえばPimcntel,1955）と同様に食性は肉食中心で，
ざらに広食性であると考えられる．また，餌動物が捕食

に，爬虫類の個体数と繁殖力は昆虫類より明らかに低い
と思われ，爬虫類が受ける影響は極めて大きいと考えら
れる．既に，同じマングースが移入されたハワイ諸島や

される機会は，捕食者と餌動物が遭遇する機会に依存し

フィジー諸島の各島喚では，マングースが移入されなか

ており，餌に対する選択性はほとんど無いと考えられ
る．沖縄島のマングースは，この島の生態系において小

った島喚に比べて爬虫類の目撃頻度が明らかに低下して

いる（Caｓｅａα1,1992)．また，マングースの移入によ

型の陸棲動物のほとんどを捕食できる高次捕食者として

って絶滅あるいは減少した動物の種数をみても，西イン

位置付けることができる．

動物のほかには植物が高い頻度で検出された．しか

し，これらの大部分は葉や茎の部分と思われる微細片

ド諸島とフィジー諸島では，爬虫類に大きな影響が及ん
でいる（表４）．今回の沖縄島における調査において，

絶滅が危1膜されるキノボリトカゲの捕食が確認されたこ

で，乾燥重量は低かった．上述のようにマングースの餌

とは憂慮すべき事実であり，本種の孵化幼体が現れる夏

動物の多くが地表面付近を生活空間とする種であること

季には（太田，2000a)，多くの幼体がマングースによっ

から，葉や茎を中心とする植物の多くは積極的に捕食さ
れたものではなく，餌動物とともに摂食されたと考えら

法採取（太田，2000a，2000b）による人為的影響も加わ

て捕食されている可能性もある．現状を放置すれば，違

れる．

り，爬虫類の固有種あるいは地域個体群の消失が起こる
ことは確実である．沖縄島北部の爬虫類相を調査した当

2．在来種への影響

山（1989）は，爬虫類の生息域を保全する上で，最大の

た餌動物の量を推定するために，Ｋｉｎｇ（1989）ならびに

脅威となるのはマングースの存在であり，両者の生息域
が重なれば爬虫類はマングースの影響を顕著に受けるこ

阿部（1992）が用いた方法で，捕食された餌動物の重量

とを予測しており，今回の調査ではこの指摘を具体的に

を補正すると，哺乳類，鳥類，爬虫類および昆虫類が高

支持できる結果が得られた．

沖縄島において，マングースによって捕食ざれ消失し

い重量を示した．この補正結果は，これら４つの餌項目

爬虫類や昆虫類の他にも，哺乳類ではワタセジネズ

に属する餌動物がおよそ均等の重量でマングースの捕食

ミ，両生類ではイポイモリおよびオキナワアオガエルな

によって消失していることを表している．沖縄島のマン

ど，固有性や希少性の高い在来種が餌動物として同定さ

グースは，餌資源を単位重量の小さい昆虫類の多食と単

れた（表３）．沖縄島のマングースが，他の移入地

位重量の比較的大きな脊椎動物の捕食に依存することが

（BaldwimaaI.，1952；Pimentel，1955；Ｋａｍｉ，1964；

推察きれ，これらの在来動物に比較的大きな影響を及ぼ

Gormam,1975；阿部，1992；CavallmiandSerafini,1995；

していることが示唆された．

VilelIa,1998）と同様に，生活空間をともにする多くの
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在来種に対して，捕食という直接的な影響を及ぼすこと
が本研究によって明確に示された．

沖縄島には，島喚化とともに特有の進化を遂げた固有

(亜）種が多く生息しており（徳田，１９６２；金城，1986)，
今では絶滅の危機に瀕している種も多い．地球規模でみ
た場合，最近の哺乳類と鳥類の絶滅の75％は，生物学的
侵入の影響を受けやすい島喚環境下の動物に起こってお

り，原因の大部分は侵入した動物によるという（宮下，
1989；鷲谷，1999)．本研究で明らかになったマングー

スによる沖縄島の在来種の捕食は，島の在来種個有種）
を減少および絶滅させる大きな要因の一つとなっている

と考えられる．対策が遅れれば，西インド諸島を始め多
くの海外の島填で起こったマングースによる在来種の減
少および絶滅が，沖縄島でも繰り返されることは極めて
容易に予測される．

以上の在来種への影響に関する知見は，マングースの
櫟死体ｌ例の胃内容を分析し，その結果からマングース
が沖縄島の在来種へ広く影響を及ぼすことを初めて指摘
した当山（1981）の見解を強く支持するものである．
3．対策の必要性

沖縄島北部の塩屋湾と平良湾を結ぶライン（ＳＴライ
ンとよぶ）以北の森林地帯（やんばる地域）には，固有
性や希少性の高い動物が島の他の地域に比べて多く生息
している（世界野生生物基金，1984,1985)．マングー
スは沖縄島の南端からＳＴラインをわずかに超えて連続
分布しており（藤枝，1980；阿部，1994)，分布はさら
にやんばる地域を北へ向けて拡大しつつある（阿部，
1994)．やんばる地域の南端にほぼ隣接した地域で実施

んばる地域におけるマングースの根絶が完了した時点

で，猶予なく移動阻止策を実行に移せるよう，実現可能
な移動阻止方法の検討を完了させておく必要がある．
駆除は生態系保全の危急度を理由に，やんぱる地域に
限定されて開始されたが，沖繩島の在来種には，名護市
以北や石川市以北に生息域を持つ極，あるいは中南部に
パッチ状の地域個体群が残存する種も多い（世界野生生

物基金，1984,1985；環境庁，2000)．加えて，農業被
害として，島の約20％の養鶏農家にマングースによる被
害があること（与儀ほか，印刷中)，人獣共通伝染病の
伝播の点では，沖縄島のマングースがレプトスピラ菌の
伝播を担っていること（福村，1984）を考慮すれば，中
長期的には全島におけるマングースの根絶を視野に入れ
た，駆除に関わる原資の確保と組織構築が必要である．

辞

在来爬虫類と移入マングースの種間関係について，文
献と多くのご教示をくださいました琉球大学熱帯生物圏
研究センターの太田英利助教授に深謝いたします．本研
究に用いたマングースは沖縄県による｢移入種調査業務」
と沖縄県による平成10年度環境庁委託業務「やんぱる地

域の生物相調査，マングース生息状況調査」において捕

獲ワナの形態検討のために捕獲された個体である．捕獲
個体の提供と運搬にご協力くださいました沖縄県文化環
境部自然保護課ならびに（株）南西環境研究所に感謝い
たします．本研究の一部は平成12年度宇流麻学術研究助
成基金の研究助成によって実施されました．

した今回の調査では，沖縄島のマングースは肉食中心の

広食性を示すこと，沖縄島の固有種や希少種が，やんぱ
る地域に隣接する場所で既にマングースの餌動物となっ
ていることが確認された．

やんぱる地域の在来種を保全する上で急を要すること

は，やんぱる地域におけるマングースの根絶であり，根
絶した地域にマングースが再侵入しない方策を講じるこ
とである．前者については，沖縄県が2000年10月よりや
んぱる地域においてマングースの駆除を2002年３月まで

の予定で実施している．この事業における２年間の成果
を無にしないためにも，2002年度以降の事業の継続が強
く望まれる．また，現行の捕獲方法の改善，すなわち，
低密度に分布する個体を効果的に捕獲する方法および在
来種の混獲を防ぐ方法の検討も必要である．後者につい
ては，これまでになされたマングースの具体的な移動阻

止方法の提案（阿部，１９９４；小倉，2001）をもとに，や
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ABSTRACT

Food Habits of the Feral Small Asian Mongoose (Herpestes javanicus)
and Impacts on Native Species in the Northern Part of Okinawa Island
Go Ogura l , Takeshi SasakF, Masanao Toyama3, Kenji Takehara4,
Manabu Nakachi 5, Osamu Ishibashi 6, Yoshitsugu Kawashima l and Sen-ichi Oda7
ILaboratory of Subtropical Zoology, Faculty of Agriculture, University of The Ryukyus, Okinawa 903-0213, Japan
2University Museum, University of The Ryukyus, Okinawa 903-0213, Japan
30kinawa Prefectural Archives, Okinawa 90 I-II 05, Japan
40kinawa Prefectural Museum, Okinawa 903-0823, Japan
sNansei Environmental Laboratory, Okinawa 903-0 I03, Japan
6Division of Sanitation and Food Inspection, Hiroshima Quarantine Station, Ministry of Health, Labour and Welfare,
Hiroshima 734-0011, Japan
7Laboratory of Animal Management & Resources, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University,
Nagoya 464-8601, Japan

The diet of the small Asian mongoose, Herpestesjavanicus, was studied by analyzing the contents in the digestive tracts of83
mongooses caught in the northern part of Okinawa Island. Among all taxons, insects had the highest frequency of occurrence and
highest mean dry weight (71 %, 88 mg) in the hoods; reptiles (18%, 27 mg), oligochaetes and mollusks (12%, 33 mg) were also
highly represented. The analysis showed that the mongooses preyed on a wide variety of avians, mammals, amphibians and
arthropods. Correcting for the body weights of individual preys suggests that the mongooses consumed avians, mammals, reptiles
and insects in equal proportions. However, considering the population and reproductive capability of each of these taxons in the
habitat, it can be concluded that reptiles may be the most vulnerable taxon on the island. Furthermore, it was ascertained that the
mongooses preyed upon endangered, endemic native species. It is obvious that the native species that inhabited the northern part of
Okinawa dwindled in population and eventually were made extinct by the mongoose. If we execute the extirpation plan immediately, it is probable that the worst scenario in the conservation of the ecosystem on Okinawa Island can be avoided.

Key words:
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food habit, small Asian mongoose, Herpestes, alien invasive species, Okinawa Island
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