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背景と目的
近年、豊かな地域の暮らしの実現と生物多様性の保全の強い関連性が認識されるに伴い、西表
島のみに生息する国の特別天然記念物イリオモテヤマネコ保全の意義の再認識と、保全活動の新
たな展開が求められている。
2010 年 10 月に第 10 回生物多様性条約締約国会議が名古屋で開催され、「愛知目標」の採択な
ど生物多様性保全に関する数々の重要な国際的意思決定が行われた。そこでは、グローバルから
ローカルに至るまで、人間を含むすべての生命の維持装置である生態系を将来に向けて保全する
ための取組みの強化の必要性が、これまでにない危機感をもって認識されている。我が国におけ
る危機に瀕した生態系の筆頭は島嶼生態系である。イリオモテヤマネコはネコ科としては世界最
小の生息域にして、単一の島に生息する種である。本来ネコ科が主に餌とする小哺乳類が限られ
るという小さな島の制約に対し、亜熱帯の多様な動物相を利用する形質を獲得し、生存してきた。
すなわち、多様な餌メニューを提供する多様な環境を生む西表島の生態系が健全であることが絶
対の生存条件となる。イリオモテヤマネコは、日本の脆弱な島嶼生態系を象徴する種である。
地域の人々の暮らしを見れば、地域経済の活性化が停滞し、独自性に裏付けられた自立性と競
争力の維持獲得に苦しんでいる状況がある。今求められているのは、地域の特性を成立させる基
盤となるものを大切にすることで地域の暮らしを向上させる方策である。特に他に類を見ない豊
かな自然環境に恵まれている西表島においては、
「自然を基盤とする豊かな暮らし」の追求が、近
年、地域振興・土地利用の中心的な政策とされている。そこで、平成 22 年 3 月策定の「竹富町総
合計画第 4 次基本構想・第 7 次基本計画」においては、
「国内有数の広大な自然林、イリオモテヤ
マネコを代表とする亜熱帯の貴重な自然環境は、島の生態系の維持・保全のみならず、本町の主
要な産業である農業、観光産業の基盤となっています。このため、島じまの特性を踏まえ、その
保全と自然生態系を重視した持続可能な土地利用を図ります」と明確にうたわれることとなった。
同年同月策定の「第 4 次竹富町国土利用計画」においても、西表島の土地利用のあり方として、
「自然環境の保全を基本に農業や観光リゾート産業の振興、町民の生活環境の充実等に資する土
地利用を進めていくこととする。これを踏まえ、農用地については、イリオモテヤマネコに代表
される貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備等の推
進により優良農地の確保を図るとともに、森林については、環境保全、水源の涵養等の基盤とな
ることから、保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわ
る道路、宅地の整備に限り、必要に応じて外の用途への転換を図ることとする。原野についても
主として、道路、宅地の整備に限り、必要に応じて外の用途への転換を図ることとする。加えて、
河川については、森林と同様に貴重な動植物の生息域として、農業用水や飲料水の供給源として、
公益的機能を有することから、その保全と有効活用を図ることとする。また、自然環境に十分配
慮され、かつ周辺住民の生活及び集落環境の改善をもたらす観光リゾート産業の立地や、人口増、
世帯増に伴う住宅需要や行政需要等に対応するため、自然環境との調和に配慮しつつ、宅地や公
共施設の整備を進める」とされている。
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西表島さらには我が国の生物多様性を象徴し、地域の暮らしと産業の基盤である自然環境を代
表するイリオモテヤマネコであるが、現在深刻な絶滅の危機にさらされている。昨年の交通事故
死の増大、近年の観光客集中による生活妨害の危険なども重大な懸念事項となっているが、もっ
とも根元的な脅威は、ヤマネコの生息環境の劣化・攪乱である。
イリオモテヤマネコの生息密度が高いと考えられている場所は標高 200m 以下（とくに 50m 以下）
の低地部分である。しかし、近年、その低地部で、環境の劣化・攪乱が原因と考えられる生息数
の減少が起こっている（琉球大学 2008）。
現在減少傾向にあるイリオモテヤマネコの個体群の保全のためには、生息状況が安定している
ところは現状維持、不安定なところは回復をめざすべきであり、なかでも低地部については、
「こ
れ以上の自然生態系の攪乱を起こさないための対策が必要である」と「平成 19 年度イリオモテヤ
マネコ生息状況等総合調査（第４次）報告書」において提言されている（琉球大学 2008）。また、
島の中で生息域の分断が起こらないような状況の確保もあわせて重要である。
西表島ではこの数年間だけでも大規模な土地取引がいくつか行われたり（船浮区域、崎山地区
内 2 カ所、ホネラ高那区域）、土地の現状変更が行なわれており（南風見田区域）、将来的にリ
ゾート開発用地とされること等が懸念されている。また、県営土地改良事業（祖内干立地区内、
ヨナラ原区域）などいくつかの公共事業も計画されている。
土地利用に当たって避けるべきこと、影響緩和のためになすべきこと等、科学的知見に基づく
配慮事項を、関係機関が可能な限り早期に実施することが、時間、費用、紛争を最小化する最善
の知恵である。西表島の暮らしとイリオモテヤマネコとの共存をシンボルに、生物多様性保全、
地域の暮らしの安定化と産業の活性化、適正な土地利用という目標がより高次に達成されること
が求められている。
そこで、本報告書では、以下の構成で、西表島の低地部を 11 地区に区分し、地区内の区域単位
でイリオモテヤマネコにとっての重要性を位置づけ、土地利用における配慮事項を示すこととし
た。関係機関による今後の低地部の土地利用等にあたり、これらの事項が反映されることが期待
される。

本報告書の構成
１．○○地区

（例：北岸地区）

1-1.○○区域（例：高那ヨツン（ユツン）区域）
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
過去から現在に至る土地利用の状況
現在および将来の土地利用計画
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
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西表島低地部の地区区分

図Ⅰ-1．西表島低地部の地区区分
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各論編－北岸地区-高那ヨツン（ユツン）区域

１．北岸地区
1-1.高那ヨツン（ユツン）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
ユツン川河口部周辺を中心として、広大な湿地林と、森林に再生しつつある水田跡を
含んだ湿地帯となっている（図Ⅰ-2）。
この広い湿地帯とユツン川周辺はヤマネコの定住個体にとって好適環境であり、餌場
としてよく利用されているものと推察される。
2009 年現在では定住オス 3 頭、定住メスとその仔がこのエリアを利用していることが
わかっており、島内でもヤマネコ高密度域の一つである（環境省平成 21 年度イリオモテ
ヤマネコ保護増殖分科会資料より）。

ユツン川
マング ローブ・サ
ガリバナなどの湿
地

□：耕作放棄地でか
つて水田として耕作さ
れていたエリア（地目
「水田」）→再生利用
計画？
図Ⅰ-2. 高那ヨツン（ユツン）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ 水田跡がいつ頃まで耕作されていたかは不明だが、少なくとも 1962 年の航空写真（国
土地理院）では耕作放棄されて相当の年月がたっている様子がうかがえるため、50
年以上は経過しているものと思われる。
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ユツン川は最近滝までのトレッキングツアーによる利用が増えており、利用実態お
よびその影響把握が急務といえる状況となっている。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
本区域は森林および原野とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変
更はなく、用途の転換は想定されていない。
・ 同国土利用計画では、森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重
な動植物が生息する空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識され
ており（1 章 (3) 2））
、特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境
への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、
必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」
とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 同国土利用計画では、原野について、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植
物の生息地に含まれる区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もあ
る」と認識されており（1 章 (3) 3））、特に西表島の原野については、
「主として、
道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされ
ている（2 章 (2) 2）

②）
。

・ 同国土利用計画においては、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 本区域の水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年 6 月時点）、
耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業化が検
討されたことがあった。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
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・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

3.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひ
っきりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意
する。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途関係分
類群の専門家の意見を反映することが必要である。
また、この区域内には貴重な植物や生物が多く生息している場所がある。これらの
場所で観光利用等により不特定多数の入域者が増加すると、踏圧等の直接的な影響だ
けでなく、ルートが有名になることに伴う盗掘や多量採取等を招く恐れもある。こう
した場所での観光ツアーの在り方については直接的影響だけでなく、採取規制と監視
のあり方等も含めて、別途専門家の意見を反映した施策が必要である。
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1-2.上原伊武田（ゲーダ西）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
ゲーダ川から西ゲーダ川の西にかけて、かつての水田跡を中心とした湿地帯となっ
ている。湿地の中心部はダンチクの密生草地となっているが、周縁部から良好に灌木
林が再生しつつある(図Ⅰ-3)。
この湿地帯とゲーダ、西ゲーダ両河川周辺はヤマネコの定住個体にとって好適環境
であり、餌場としてよく利用しているものと推察される。
2009 年現在では定住オス 2 頭が確認されており、定住メスについてはモニタリング
調査では未確認だが目撃情報により存在が推察されている（環境省平成 21 年度イリオ
モテヤマネコ保護増殖分科会資料より）
。

ダンチク・
灌木林

西ゲーダ川

ゲーダ川
□：耕作放棄地でか
つて水田として耕作さ
れていたエリア（地目
「水田」）→再生利用
計画？
図Ⅰ-3. 上原伊武田（西ゲーダ）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ 水田跡については少なくとも 1962 年までは全面的に耕作されており、1977 年には放
棄されている（国土地理院航空写真より）。
・ 大見謝川、ゲーダ川は最近沢登りなどのトレッキングツアーによる利用が増えており、
現状及び影響把握が急務といえる状況になっている。
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近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
本区域は森林および原野とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変
更はなく、用途の転換は想定されていない。
・ 同国土利用計画では、森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重
な動植物が生息する空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識され
ており（1 章 (3) 2））
、特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境
への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、
必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」
とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 同国土利用計画では、原野について、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植
物の生息地に含まれる区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もあ
る」と認識されており（1 章 (3) 3））、特に西表島の原野については、
「主として、
道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされ
ている（2 章 (2) 2）

②）
。

・ 同国土利用計画においては、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。

図Ⅰ-4. 北岸３区域における企業有地の配置
・
・ 本区域の水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年 6 月時点）、

耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業化が検討
されたことがあった。全域が民有地であり、その大部分（水田利用以外の部分）があ
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る企業（2 社だが、大部分は 1 社）の所有地である。この企業有地は、隣接する 3 区
域（ゲーダ西、クーラ東、インダ崎）とその後背地にまたがる広大な範囲を占めてお
り（図Ⅰ-4）
、今後の土地利用の動向が注視される。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

3.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひ
っきりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意
する。
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＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途関係分
類群の専門家の意見を反映することが必要である。
また、この区域内には貴重な植物や生物が多く生息している場所がある。これらの
場所で観光利用等により不特定多数の入域者が増加すると、踏圧等の直接的な影響だ
けでなく、ルートが有名になることに伴う盗掘や多量採取等を招く恐れもある。こう
した場所での観光ツアーの在り方については直接的影響だけでなく、採取規制と監視
のあり方等も含めて、別途専門家の意見を反映した施策が必要である。
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1-3.上原伊武田（クーラ東）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
クーラ川の東は、起伏の緩やかな石灰岩地形により、森林と湿地とがモザイク状に
現れる環境となっている（図Ⅰ-5）。
この区域は、隣り合う 2 頭の定住メスとそれらの行動圏に重なる 1～2 頭の定住オス
の行動圏が接する部分にあたり、利用個体数密度が高い地域である。ヤマネコの定住
個体は一般に、このように多様な植生が入り組んだモザイク状の環境を好む。また、
クーラ川河畔もヤマネコ定住個体の餌場として重要である。
2009 年現在では定住オス 2 頭が確認されている。定住メスについてはモニタリング
調査では未確認だが 2009 年 7 月に交通事故死した仔ネコの母親がこの付近まで利用す
ることが推察されている（環境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料
より）。

□：耕作放棄地でか
つて水田として耕作さ
れていたエリア（地目
「水田」）→再生利用
計画？
□：耕作放棄地でか
つて畑として耕作され
ていたエリア（地目
「畑」）→再生利用計
画？
図Ⅰ-5. 上原伊武田（クーラ東）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
水田跡については少なくとも 1962 年までは全面的に耕作されており、1977 年
には放棄されている（国土地理院航空写真より）。
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近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
県道の南側、クーラ川沿いに小面積の農用地（畑）が指定されている以外は、森林お
よび原野とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変更はなく、用途
の転換は想定されていない。
・ 同国土利用計画では、森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重
な動植物が生息する空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識され
ており（1 章 (3) 2））
、特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境
への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、
必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」
とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 同国土利用計画では、原野について、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植
物の生息地に含まれる区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もあ
る」と認識されており（1 章 (3) 3））、特に西表島の原野については、
「主として、
道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされ
ている（2 章 (2) 2）

②）
。

・ 同国土利用計画においては、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・

本区域の水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年 6 月時
点）、耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業化
が検討されたことがあった。

・ 全域が民有地であり、その大部分がある企業（2 社だが、大部分は 1 社）の所有地で
ある。今後の土地利用の動向が注視される。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
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⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
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1-4.上原伊武田（インダ崎）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
本区域の東側には水田跡を中心とした湿地帯が広がっている。また、本区域の西側
は水田跡である小さな湿地と低い尾根が入り組んでおり、ヤマネコの定住個体が好む
モザイク状の環境となっている（図Ⅰ-6）。
2009 年現在では定住オス１頭が確認されており、定住メスについてはモニタリング
調査では未確認だが 7 月に交通事故死した仔ネコの母親の存在1が推察されている（環
境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）
。

図Ⅰ-6. 上原伊武田（インダ崎）区域の生息環境

□：耕作放棄地でか
つて水田として耕作さ
れていたエリア（地目
「水田」）→再生利用
計画？

過去から現在に至る土地利用の状況
水田跡については少なくとも 1962 年までは全面的に耕作されており、1977 年には放棄
されている（国土地理院航空写真より）。一部に耕作地放棄地、アスファルト工場、企業
の生ゴミ処理施設がある。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
1

前注に同じ。
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県道の南側に小面積の農用地（畑）が数カ所指定されている以外は、森林および原野
とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変更はなく、用途の転換は
想定されていない。
・ 同国土利用計画では、森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重
な動植物が生息する空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識され
ており（1 章 (3) 2））
、特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境
への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、
必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」
とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 同国土利用計画では、原野について、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植
物の生息地に含まれる区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もあ
る」と認識されており（1 章 (3) 3））、特に西表島の原野については、
「主として、
道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされ
ている（2 章 (2) 2）

②）
。

・ 同国土利用計画においては、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・

本区域の水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年 6 月時
点）、耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業化
が検討されたことがあった。

・ 区域の西側を除く全体の２／３が民有地であり、その大部分がある企業（2 社だが、
大部分は 1 社）に所有されている。今後の土地利用の動向が注視される。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
13
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⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避

け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途専門家
の意見を反映することが必要である。
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1-5.ホネラ高那区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-7. ホネラ高那区域の生息環境

ホネラ高那区域の東側にはホネラ川下流域に広がる湿地がありそこは水田および牧
場となっている。また、その北西側にはかつての牧場跡の二次林や草地（一部は町の
ゴミ分別施設及びゴミ埋立場）が広がっており、さらに北西はかつて水田として利用
されていた湿地にホテル等の観光施設が建っている。ホネラ川下流域湿地からこの観
光施設の南東及び南西側にかけての山裾に広がる後背地は牧場または放牧場として拓
かれている。このように、ホネラ高那区域の２／３は全体に開放空間が大きく広がっ
ている。その先はユツン川にかけて比較的傾斜の緩い若齢林の森林が広がっている（図
Ⅰ-7）。
ホネラ川下流部の湿地はほとんど開放空間であるが、とくに水田域についてはホネ
ラ川沿いなどに残っている河畔林や水田を取り巻く林縁部等を通じて、ヤマネコが餌
場として利用することが期待できる。実際に、かつての行動圏調査では、ヤマネコ（オ
ス成獣だが定住個体であったかどうかは不明）がこの湿地をよく利用していたことが
わかっている（環境庁 1985）
。
また、観光施設が整備されている湿地跡付近では、以前はヤマネコの目撃が多かっ
たが、現在はかつてほど多くはなく（環境庁・林野庁 1996,1998,1999,2000; 環境省・
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九州森林管理局 2001,2003,2005）、人間の土地利用変化に伴ってヤマネコの生息状況
または生息地内の利用状況が変化したことが推察される。
ホネラ川湿地から観光施設にかけてその後背部の山裾に広がる牧場内は乾燥した開
放空間であるためヤマネコによる積極的な利用は考えにくい。また、牧場より内陸部
に向けてはヤマネコの移動の障壁となる急傾斜地（傾斜角 20 度以上）がそびえている。
そのため、牧場周辺ではヤマネコは急傾斜地の麓の牧場周縁林や、牧場の間をコリド
ー状に縫っている残存林を利用していることが考えられる。実際、麓の牧場周縁林の
林縁部でしばしばヤマネコの痕跡が見つかっている（林野庁 1995; 環境庁・林野庁
1996,1998,1999,2000; 環境省・九州森林管理局 2001,2003,2005）。ホネラ川の東の川
の上流部がヨナラ原区域後背地の森林に抜ける分水嶺に向かって伸びており、古見美
原地区にその後定住した個体の移動経路であったことが、環境省の自動撮影調査によ
りわかっている（H17 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料）。また、ホネラ川
上流森林部からユツン川周辺にかけて、オス 1 頭とメスが 2 頭定住していることがわ
かっている（琉球大学 2008）。定住メスについては、2003 年までは確認されていなか
ったが、2004 年から 1 頭が確認されるようになった。2007 年までは 1 頭だったが、2008
年より 2 頭が確認され、個体は入れ替わっているが 2009 年現在も 2 頭が確認されてい
る（環境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）。また、これら
の定住メスは 2 頭とも繁殖が確認されている。この区域は、このように島内で唯一定
住メスの生息状況が回復した区域であるが、この間の生息環境の変化としては牧場経
営が終息したことがあり、関連があるかもしれない。
過去から現在に至る土地利用の状況
・ ホネラ川下流域に広がる湿地は 1945 年には全面的に水田として利用されていたが（米
軍撮影航空写真）、その後休耕と再耕作を経て現在は１／３ほどが放棄され、残る半
分は牧場として利用されている。その北西側に広がる二次林及び草地は少なくとも
1986 年までは牧場として利用されていたようであるが（国土地理院航空写真より）
、
1995 年には灌木が生え始め（国土地理院航空写真より）、現在は牧場としての利用は
なく、その一部が町のゴミ分別施設及び埋立地として 2005 年より運用開始されてい
る。さらにホテル等の観光施設が整備されたエリアは 1995 年には観光施設（レスト
ラン及び温泉採掘施設）が建っているのが確認でき（国土地理院航空写真）、2001 年
よりホテルがオープンして徐々に拡大していった。かつて（航空写真より少なくとも
1962 年）はほぼ全面が水田として利用されていたが 1977 年には放棄されている（国
土地理院航空写真）。ホネラ川下流域湿地からこのホテル施設にかけての後背地に広
がる牧場（または放牧場）が現在のように拓かれ出したのは 1977 年の航空写真（国
土地理院）で初めて確認することができる。
この牧場は 1986 年には現在のホテル施設の南東側が平らに整備されており、1995 年
（国土地理院航空写真）および 2003 年（環境省航空写真）に最も整備されている状
態を見ることができ、野原区域にまたがる大規模農園（農業生産法人）が経営して
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いた。この大規模農園は数年前に経営が破たんし、現在牧場は特に利用されていな
い。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
森林に囲まれるようにして農用地（採草放牧地）が配置されている。その周囲は原野
とされている部分も多い。ホネラ川下流域には水田としての、県道周辺に畑としての
農用地指定が若干ある。同平成 30 年の計画構想図においても用途の転換は想定されて
いない。
・

西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表される貴重な動植物の生息を
確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備等の推進により優良農地
の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）
。

・ 竹富農業振興整備計画（2009 年（平成 21 年）12 月）においては、「今後は、整備さ
れた採草放牧地の未利用地及び荒ぶちについて畜産振興を図る観点から再整備を図
り肉用牛生産拡大を推進する」とされているが（第３ １ ア d）
、上記国土利用計
画の方針と整合させながら実施を計画することが求められている。
・

経営破綻した大規模農園の大部分を占める 1 筆の土地（1,688,799 ㎡）は、2009 年
（平成 21 年）石垣市の個人が競落、現在所有者となっている。将来の土地利用の動向
が注視される。

土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての質を低
下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
以下のような土地利用は、ヤマネコの定住個体の生息地としての質を低下させ、最
悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念されるとともに、ヤマネコの放
浪個体にとっては餌場としての質を低下させ、最悪の場合、一時的な滞在ができない
環境としてしまうことが懸念される。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少、移動の阻害など
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・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
さらに、以下のような利用はヤマネコの放浪個体にとっての移動経路を分断してし
まうことが懸念される。
・ 海岸林と後背森林をつなぐ帯状の森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが
連続して広くできる場合
⇒海岸林や後背森林といった生息環境として重要な森林間の移動経路の喪失、そ
のことによる水田等の湿地利用の喪失
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

海岸林と後背森林をつなぐ残存林の伐採を避ける。将来的には植栽等で森林回復を
促し、移動経路をさらに確保することが望ましい。

2.

現在水田として利用している部分は、耕作するのであれば水田としての利用を継続
し、畑への転用や、暗渠排水パイプの埋設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促
す施業はできるだけ行わない。

3.

水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。

4.
・

耕作中などの配慮について
水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河
川水の流量確保が優先されるべきである。

・
5.

除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。
かつて牧場及び放牧地として利用されていた大規模農園部分については、内陸部森
林に連続する森林の回復をはかるとともに、大勢の人間による常時利用、乾燥化、区
画形質の変更、農薬等のふんだんな使用等を伴う土地利用を避ける。
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２．船浦浦内地区
2-1.ヒナイ区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-8 ヒナイ区域の生息環境

ヒナイ区域は、マーレー川、ヤシ川、ヒナイ川、西田川の河口が集まる船浦湾湾奥
部に位置し、その前面は広大な干潟となっている。マングローブおよび後背湿地がよ
く発達し、水田跡なども多い（図Ⅰ-8）
。これらの湿地や河畔林はヤマネコの餌場とし
て良好であり、沿岸から内陸に向かってモザイク状に配置している多様な植生は、多
様な餌を利用するヤマネコにとって効率的に多様な餌を採餌できる良好な環境を構成
している。また、豊富な水系は尾根環境と混在し、ヤマネコにとって餌動物を多く産
出する湿性環境と、風通しがよくてほどよく乾いた環境が混ざり合った状況は、特に
育仔に適した好適な環境であるといえる。また、島内では数少ない、幹線道路に面し
ていない低地として、交通事故の危険性がない区域でもある。
かつては定住個体（オス、メス）の行動圏が確認されており（環境庁 1985）
、90 年
代も仔ネコが目撃される（動画映像有り、西表野生生物保護センター私信）など、定
住個体の存在が推測される。2009 年現在環境省によるモニタリング域からははずれて
おり、定住メスの存在は期待できるものの、確認には至っていない。
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過去から現在に至る土地利用の状況
・ 現在、この区域内に耕作利用はみられない。しかし、ヒナイ川下流域とマーレー川下
流域は少なくとも 1962 年までは水田として利用されていた（1977 年には放棄されて
いる）。
・ ヒナイ川のピナイサーラの滝に至るカヌーツアーは島内のカヌーツアーのうち最も利
用者が多いコースであり、発着場となっているマーレー川下流域や、ヒナイ川沿いの
ピナイサーラの滝に至る陸上ルートにおいては踏圧や排泄物汚染などの過剰利用によ
る影響が深刻となっている（自然環境研究センター 2005）。また、ヒナイ川東側の西
田川におけるカヌー及び滝へのトレッキングも利用者が多いコースである（自然環境
研究センター 2005）
。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
本区域は森林および原野とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変
更はなく、用途の転換は想定されていない。
・ ほぼ全域が国有林であり、本区域はレクリエーションのために活用する森林として
「自然休養林」に指定されている（2003 年（平成 15 年）指定）
。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
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土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

3.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひ
っきりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意
する。
＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途専門家
の意見を反映することが必要である。
また、西表島の小河川流域には貴重な水生生物が多く生息している場合があり、ル
ートが有名になることに伴う多量採取の危険性も含めたツアーの影響について、別途
専門家の意見を反映した施策が必要である。
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2-2.船浦区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-9 船浦区域の生息環境

船浦区域は、東側がマーレー川、ヤシ川、ヒナイ川、西田川の河口が集まる船浦湾
に面し、その前面は広大な干潟となっている。船浦湾側はマングローブおよび後背湿
地がよく発達し、水田跡なども多い（図Ⅰ-9）。南側には大学の実験ほ場やパイン畑、
牧場、ビニールハウス等の農耕地も広がっているが、いずれも地形の改変がほとんど
ないため、耕作地の間の谷や湿地が良好に残されている。また、西側は浦内川の支流
である宇多良川の上流に広がる湿地や水田跡に面している。北側は船浦から上原にか
けて広がる土地改良区に隣接しているが、総じて湿地や沢が多い環境となっている。
これらの湿地や沢はヤマネコの餌場として良好であり、様々な湿地植生がモザイク
状に配置している状態は、多様な餌を利用するヤマネコにとって効率的に多様な餌を
採餌できる良好な環境を構成している。また、複雑な地形が湿地と尾根環境とを混在
させ、ヤマネコにとって餌動物を多く産出する湿性環境と、風通しがよくてほどよく
乾いた環境が混ざり合った状況は、特に育仔に適した好適な環境であるといえる。ま
た、島内では数少ない、幹線道路に面していない低地として、交通事故の危険性が少
ない区域2でもある。
2ピナイサーラへのエコツアー利用が集中するなか、ヤマネコ行動圏内の農道の車両利用が増加してお

22

各論編－船浦浦内地区-船浦区域
80 年代以降、環境省によりほぼ恒常的に定住個体（オス、メス）が確認されており
（琉球大学 2008、環境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）、
初めてメスの育仔行動の詳細が研究された区域でもある（Okamura 2002）。しかし、90
年代にはメスが 2 個体定住していたが、メスの行動圏内のコアエリアの改変により、
その後定住メスが 1 個体になってしまったことがわかっている（琉球大学 2008）
。オ
スは 2009 年現在 2 個体が定住している（環境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護
増殖分科会資料より）
。
過去から現在に至る土地利用の状況
・ 現在、この区域内の一部で大学の実験ほ場、パイン畑、牧場及び採草地、ビニールハ
ウスによる果樹栽培等の農耕利用がある。また、船浦湾に面したマングローブ林の後
背湿地は 1962 年までは水田として利用されていたが、1977 年には放棄されている。
・ ヒナイ川のピナイサーラの滝に至るカヌーツアーの出発点として、一部の農道（町道）
の利用が活発であり、カヌー組合より町に駐車場を整備するよう要望されたことがあ
る（八重山毎日新聞 2009 年 4 月 23 日）
。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
本区域は農用地（畑）が主となり、その周辺に原野が散在、船浦湾に面する部分等が
森林とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変更はなく、用途の転
換は想定されていない。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
り、今後は交通事故の懸念もある。
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・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

3.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひ
っきりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意
する。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途専門家
の意見を反映する必要がある。
また、西表島の小河川流域には貴重な水生生物が多く生息している場合があり、ル
ートが有名になることに伴う多量採取の危険性も含めたツアーの影響について、別途
専門家の意見を反映した施策が必要である。
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2-3. 上原船浦（カトゥラ）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

放牧場

水田

□：土地改良予定地
ウタラ川流域へ
の分水嶺に↓ 図Ⅰ-10. 上原船浦（カトゥラ）区域の生息環境

カトゥラは、浦内川下流～河口付近右岸に位置する湿地で、南半分は現在水田とし
て耕作されており、北半分は放牧場として利用されている（図Ⅰ-10）。
南半分の水田は、引水している沢に向かって森林に細長く入り込んでおり、林縁が
近いためにヤマネコがアクセスしやすく、餌場として利用できる好適環境であること
が考えられる。また、これらの沢の一つはその上流がウタラ川流域につながる分水嶺
となっているため、カトゥラ水田の利用頻度は餌場兼通路としても高いことが推察さ
れる。北の放牧場側は開放空間がやや広く、ブッシュが少なくて見通しもよいため、
林縁部以外はヤマネコの定住個体の利用はさほど期待できないが、湿地として餌動物
を産出する環境にあることは期待できる。
2009 年現在、定住オス 1 頭が確認されているが、このオスは代々入れ替わり、安定
して行動圏が保持できていることからも、好適で安定した環境であることが推察され
る。定住メスについてはモニタリングでは確認されていないが、例年母仔ヤマネコの
目撃があるため3、定住メスも継続的に生息していることが推察されている（環境省平
成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）。

3

前注に同じ。
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過去から現在に至る土地利用の状況
・ 現在、湿地の南半分が、水田として２名前後の耕作者によって耕作されている。放牧
場になっている北半分は少なくとも 1962 年までは全面的に水田として利用されてい
たが、1977 年には現在の状態になっている（国土地理院航空写真より）。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域の大部分が農用地（水田）とされている。
・ 同国土利用計画平成 30 年計画構想図に示された農用地の相当部分は、沖縄県営土地改
良事業（「（仮）竹富町西表地区経営体育成基盤整備事業」）の予定地とされており、平
成 24 年度以降に事業化される可能性がある。
・ 上記国土利用計画本文は、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表され
る貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備
等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ また、原野については、
「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含
まれる区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されて
おり（1 章 (3) 3））、特に西表島の原野については、
「主として、道路、宅地の整備
に限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2)
2） ②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
26

各論編－船浦浦内地区-（カトゥラ）区域
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 現在の耕作地を取り巻く森林の伐採は避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更をできるだけ避ける。特に小規模であって
も谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避け、隣接する区域外の土
地においてもできるだけ避ける。
3. 水田としての利用を継続し、畑への転用や、暗渠排水パイプの埋設、耕盤の破壊、盛
土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道路）の設置は避けることが望
ましい。
5. 水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 耕作中などの配慮について
・ 水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は
河川水の流量確保が優先されるべきである。
・ 除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。
＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の湿地には貴重な湿地性動植物種が多く生息している可能性が高い。特に、カ
トゥラの水田を含む湿地帯から浦内川河口部に流入する支流分岐部は、一般に生物の多
様性が高い地形であると言われている（立原私信）。当該地域においては以下にあげた研
究者らに関しては調査が行われていないため情報がないが、湿地に生息する水生動植物
に希少種がいる可能性があるという想定の下に、土地利用計画立案にあたっては調査や
関係分類群の専門家の意見を反映することが必要である。
表 ．カトゥラ区域で確認されている水生動植物の希少種*1
分類群：

種名

国 RDB

オカイシマキガイ

絶滅危惧
II 類

シマカノコ

準絶滅危惧

県 RDB

備考

研究者
貝類：
琉大風樹館
佐々木学芸
員*2

ムラクモカノコ
ヒロクチカノコ

絶滅危惧
II 類
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準絶滅
危惧
準絶滅
危惧

西表地区（調査地点：スネデ、
フカンタ、クモッタ、サーチ、
カトゥラ）ではスネデに次い
で淡水貝類の確認種数が多
かった

各論編－船浦浦内地区-（カトゥラ）区域
水生昆虫：
琉大風樹館
佐々木学芸
員*2

情報不
足

トビイロ
ゲンゴロウ

*1 平成 21 年度イリオモテボタル緊急保全対策業報告． 2010. 株式会社水圏科学コンサルタント
（環境省請負調査）より改変
*2 佐々木健志 学芸員: 琉球大学風樹館（資料館）
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３．祖納干立地区
3-1. 干立地区皆干（ミナピシ・クモッタ）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
浦内川左岸側の県道沿いにかなりまとまった面積で広がっている、大部分休耕田から
なる湿地である（図Ⅰ-11）。
この湿地は、一部小規模に耕作されている水田も含めて、いずれもイリオモテヤマネ
コの餌動物を豊富に産出する環境であることが考えられる。同時に、林縁からの距離が
比較的近く、アクセスしやすいという点で、ヤマネコ定住個体が餌場として利用できる
重要な環境である。森、沢、休耕田や小規模水田、浦内川河畔林とマングローブ林及び
その後背湿地林など、この地域はヤマネコの定住個体が好む環境が揃っている。2009
年現在、定住オス 1 頭と定住メス 1 頭が確認されている（環境省平成 21 年度イリオモ
テヤマネコ保護増殖分科会資料より）。

マングローブ林

浦内川

マングローブ林

マ ング ロ ーブ 後
背湿地林
マ ング ロ ーブ 後
背湿地林

河畔林

水田・休耕田
塩性湿地
ﾐﾐﾓﾁｼﾀﾞ

□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて水田として耕
作されていたエリア
（地目「水田」）→再生
利用計画？

塩性湿地
ﾋﾄﾓﾄｽｽｷ

□：土地改良予定地

図Ⅰ-11. 干立地区皆干（ミナピシ・クモッタ）
区域の生息環境
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過去から現在に至る土地利用の状況
・ 少なくとも 1986 年までは、塩性湿地として耕作に適さないと思われる部分（現在のミ
ミモチシダ群落、ヒトモトススキ群落周辺）以外はほぼ全面が水田として耕作されて
いたが、その後、耕作域が徐々に減少している（国土地理院航空写真より）。
・ 一部小規模に耕作されている水田は、いったん耕作放棄された後数年前に耕作が再開
されたものを含め、現在 5 名前後の耕作者によって耕作されている。
近年および将来の土地利用計画
・

「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域の大部分が農用地（水田）、農用地と浦内川に挟まれた部分が森林、その他一部
が原野とされている。

・

ところが、同国土利用計画平成 30 年計画構想図においては、上記森林および原野の
すべてを農用地へ用途転換することとされている。この点については、後記の国土利
用計画本文との整合をはかるため、慎重な再検討が必要となっている。同国土利用計
画平成 30 年計画構想図に示された農用地の相当部分は、沖縄県営土地改良事業（「
（仮）
竹富町西表地区経営体育成基盤整備事業」）の予定地とされており、平成 24 年度以降
に事業化される可能性がある。

・ 本区域の一部水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年 6 月
時点）、耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業
化が検討されたことがあった。
・ 上記国土利用計画本文は、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表され
る貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備
等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 森林については、
「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重な動植物が生息する
空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識されており（1 章 (3) 2））、
特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮した上
で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への
転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 原野については、
「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含まれる
区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されており（1
章

(3)

3））、特に西表島の原野については、「主として、道路、宅地の整備に限り、

必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章

(2)

2）

②）。」。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地利用
の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、基本
的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要がある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
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また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 耕作放棄前から生育していた森林の伐採は避け、耕作放棄後に再生した森林の伐採に
ついても耕作地間の面的連結を目的として行うことは避けて林冠を残す。それによっ
て、開放空間の拡大を避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及ぼ
す水系の変更を避ける。
特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 過去に水田だった耕作放棄地は水田として利用し、畑への転用や、暗渠排水パイプの
埋設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地の面的連結、森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道
路）の設置は避ける。
5. 水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 耕作中などの配慮について
・水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河
川水の流量確保が優先されるべきである。
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・除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
当該区域である干立地区皆干（ミナピシ・クモッタ）区域と、干立地区干立タカラ
（サーチ）区域（3-2）、西表地区仲良マラントゥ（フカンタ・マラントゥ）区域（3-3）
はいずれも浦内川河口左岸の広大なマングローブ湿地を取り囲む形に配置している（図
Ⅰ-12）。浦内川は日本一の魚種数を記録している極めて生物多様性の高い河川であり、
河口部は河川の生命線と言われることから、これら 3 区域は県営土地改良事業予定地と
されているが、その土地利用のあり方が河口部の環境に及ぼす影響は浦内川全体に及ぶ
ことも考えられる（立原私信）
。とくに皆干（ミナピシ・クモッタ）区域と、干立タカラ
（サーチ）区域では、魚類の他にも植物や水生昆虫等で希少種が確認されている。これ
らの区域の土地利用のあり方についてはイリオモテヤマネコ以外の希少種や湿地環境の
保全について十分に配慮されることが望ましい。

マングローブ林

□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて水田として耕
作されていたエリア
（地目「水田」）→再生
利用計画？

□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて畑として耕作さ
れていたエリア（地目
「畑」）→再生利用計
画？

□：土地改良予定地
図Ⅰ-12. 祖納・干立地区水田土地改良予定地（平成 23 年度新規採択希望）の浦内川河口周
辺における配置
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現在当該地区の湿地に生息していることが判明している水生動植物の希少種情報につ
いて以下に列記する。詳細な情報や配慮のあり方については情報提供者である各分類群
の研究者の意見を反映した施策が必要である。
表 ．干立地区皆干（ミナピシ・クモッタ）区域で確認されている水生動植物の希少種
分類群：

種名

国 RDB

県 RDB

備考

ミミモチシダ

絶滅危惧
IB 類
絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
I類
なし

絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
II 類

北限種。八重山で一番安定
した大群落。*1
*3 参照

情報不足
～絶滅危
惧 IA 類ま
で

未決定種
～絶滅危
惧 IA 類ま
で

研究者
植物：
琉大
横田教授*1

ヒメシロアサザ
チャボフラスコモ

魚類：
琉大
立原准教授
*5

ドジョウ

浦内川河口域及び河
口域マングローブ内
の希少ハゼ類他多数

絶滅危惧
IB 類

*3 参照 農薬に対する耐
性が低い
沖縄のドジョウは本州の
ものと別種の可能性が高
い*5。
*2、*3 でも確認
日本一を誇る魚種数の浦
内川の魚のうち 1 割は河
口域で確認されている*2。
ミナピシ・クモッタは浦内
川河口マングローブに直
接水が流出入する湿地な
ので土地利用の際は特に
配慮が必要*5
*3

貝類：
準絶滅危
ヒラマキモドキ
琉大風樹館
惧
佐々木学芸
準 絶 滅 危 *3
オキナワドブシジミ
員*6
惧
水生昆虫：
タイワンタイコウチ なし
準 絶 滅 危 農薬にきわめて弱い*4
琉大
惧
伊澤教授
絶滅危惧
*3
コガタノゲンゴロウ
琉大風樹館
I類
佐々木学芸
*3
トビイロゲンゴロウ
情報不足
員*6
*1 横田昌嗣 教授（私信） 琉球大学理学部海洋自然科学科
*2 平成 20 年度西表島及び与那国島の水域及び集落周辺における希少野生生物の現状把握
調査業務報告書. 2009. 株式会社水圏科学コンサルタント（環境省請負調査）
*3 平成 21 年度イリオモテボタル緊急保全対策業報告． 2010. 株式会社水圏科学コンサルタ
ント（環境省請負調査）
*4 伊澤雅子 教授（私信） 琉球大学理学部海洋自然科学科
*5 立原一憲 准教授（私信） 琉球大学理学部海洋自然科学科
*6 佐々木健志 学芸員 琉球大学風樹館（資料館）
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3-2. 干立地区干立タカラ（サーチ）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
浦内川河口左岸側の広大なマングローブ林と、それに隣接している休耕田、一部耕
作中の水田からなる湿地帯である（図Ⅰ-13）。
この湿地帯は、イリオモテヤマネコの餌動物を豊富に産出する環境であることが考
えられる。同時に、休耕田・水田は、林縁からの距離が近く、アクセスしやすいとい
う点で、ヤマネコ定住個体が餌場として利用できる重要な環境である。森、沢、休耕
田や水田、マングローブ林など、この区域はヤマネコの定住個体が好む環境が揃って
いる。
2009 年現在、フカンタ・マラントゥ（3-3）で確認されている定住オス 1 頭はこの
エリアまで来ることが推察される（環境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分
科会資料より）。また、モニタリング装置が設置されていないために確認されていない
が、過去にフカンタに定住している定住メス以外に仔ネコが確認4されたことがあり、
サーチ側にも定住メスがいる可能性がある（西表野生生物保護センター私信）。

浦
内
川
河
口
マングローブ林
□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて水田として耕
作されていたエリア
（地目「水田」）→再生
利用計画？
□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて畑として耕作さ
れていたエリア（地目
「畑」）→再生利用計
画？

水田・
休耕田

マ ング ロ ーブ 後
背湿地林

□：土地改良予定地

図Ⅰ-13.干立地区干立タカラ（サーチ）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ 少なくとも 1962 年までは全面的に耕作されていたが、1977 年には耕作域が大きく減

4

繁殖するのは定住個体だけと考えられるので、親離れしていない仔ネコの存在は定住メスの存
在を意味する。
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少し、その後も少しずつ減っている（国土地理院航空写真より）
。
・ 一部小規模に耕作されている水田は、現在 1 名前後の耕作者によって耕作されている。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域を原野と農用地（水田）がほぼ二分している（東側原野に隣接する部分は森林）。
同平成 30 年計画構想図においても何ら変更はなく用途の転換は想定されていない。
・ 同国土利用計画平成 30 年計画構想図に示された農用地の相当部分は、沖縄県営土地改
良事業（
「（仮）竹富町西表地区経営体育成基盤整備事業」）の予定地とされており、平
成 24 年度以降に事業化される可能性がある。ただし、前期のとおり、竹富町国土利用
計画では現在の広範な原野および森林の用途転換は想定しておらず、それと整合する
土地改良事業の立案・実施は事実上困難である。
・ 本区域の水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年 6 月時点）、
耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業化が検討
されたことがあった。
・ 上記国土利用計画本文は、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表され
る貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備
等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 森林については、
「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重な動植物が生息する
空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識されており（1 章 (3) 2））、
特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮した上
で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への
転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 原野については、
「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含まれる
区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されており（1
章

(3)

3））、特に西表島の原野については、「主として、道路、宅地の整備に限り、

必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
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内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 耕作放棄前から生育していた森林の伐採は避け、耕作放棄後に再生した森林の伐採に
ついても耕作地間の面的連結を目的として行うことは避けて林冠を残す。それによっ
て、開放空間の拡大を避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及ぼ
す水系の変更を避ける。
特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 過去に水田だった耕作放棄地は水田として利用し、畑への転用や、暗渠排水パイプの
埋設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地の面的連結、森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道
路）の設置は避ける。
5. 水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 耕作中などの配慮について
・水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河川
水の流量確保が優先されるべきである。
・除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。
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＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
現在当該地区の湿地に生息していることが判明している水生動植物の希少種情報につ
いて以下に列記する。具体的な土地利用に当たっての配慮のあり方については以下の情
報提供者である各分類群の研究者の意見を反映する必要がある。また、情報がない場合
でも、希少種がいる可能性があるという想定の下に、土地利用計画立案にあたって調査
等を実施することが必要である。
表

．干立地区干立タカラ（サーチ）区域で確認されている水生動植物の希少種

分類群：
研究者
植物：
琉大
横田教授*1

種名

国 RDB

県 RDB

備考

ミミモチシダ

絶滅危惧
IB 類
準絶滅危
惧～絶滅
危惧 IA 類

絶滅危惧
II 類
準絶滅危
惧～絶滅
危惧 IA 類

北限種。八重山で一番安定した大
群落*1。
希少種が多数生息しておりきわ
めて重要な場所*1。

いずれも*3

絶滅危惧
II 類

絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
II 類

絶滅危惧
II 類

フラスコモ属は農薬に対する耐
性が低い

未決定種
～絶滅危
惧 IA 類ま
で

サーチは浦内川河口マングロー
ブに直接水が流出入する湿地な
ので土地利用の際は配慮が必要

スイシャホシク
サ、オオホウキ
ガヤツリほか水
生植物多数
トクサイ
マルミスブタ
ミズオオバコ
ナンゴクデンジ
ソウ

絶滅危惧
II 類

イトタヌキモ
セイロンフラス
コモ
魚類：
浦内川河口域及
琉大
び河口域マング
立原准教授*5 ローブ内の希少
ハゼ類他多数

絶滅危惧
I類
情報不足
～絶滅危
惧 IA 類ま
で

タカラ（サーチ）は西表地区（調
査地点：スネデ、フカンタ、クモ
ッタ、サーチ、カトゥラ）のなか
で最も多くの希少種が確認され
た*3

*2 参照
いずれも*3

水生昆虫：
琉大風樹館
タイワンマツモ
佐々木学芸員 ムシ
*6

準絶滅危
惧種

トビイロゲンゴ
ロウ

情報不足

ほかに付近の水田には国絶滅危
惧種のコガタノゲンゴロウがい
る*4
タカラ（サーチ）は西表地区（調
査地点：スネデ、フカンタ、クモ
ッタ、サーチ、カトゥラ）のなか
で水生昆虫の出現種数が最も多
かった*3

*1 横田昌嗣 教授（私信）琉球大学理学部海洋自然科学科
*2 平成 20 年度西表島及び与那国島の水域及び集落周辺における希少野生生物の現状把握調査
業務報告書. 2009. 株式会社水圏科学コンサルタント（環境省請負調査）
*3 平成 21 年度イリオモテボタル緊急保全対策業報告． 2010. 株式会社水圏科学コンサルタ
ント（環境省請負調査）
*4 伊澤雅子 教授（私信）琉球大学理学部海洋自然科学科
*5 立原一憲 准教授 琉球大学理学部海洋自然科学科
*6 佐々木健志 学芸員 琉球大学風樹館
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各論編－西表地区-仲良マラントゥ（フカンタ・マラントゥ）区域

3-3. 西表地区仲良マラントゥ（フカンタ・マラントゥ）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
浦内川左岸に広がるミナピシ湿地に隣接しているフカンタ・マラントゥは、現在耕
作中の水田、最近まで耕作されていた水田、休耕田（谷津部奥の休耕田は湿地林にま
で回復している）および塩性湿原などからなる湿地帯である。さらに、マラントゥは
ヨナダ川流域のマングローブ林とも隣接している（図Ⅰ-14）。
この湿地帯は、こうした森、沢、休耕田や水田、湿地林とマングローブ林及びその
後背湿地林など、イリオモテヤマネコの餌動物を豊富に産出するなどヤマネコの定住
個体が好む環境が揃っている。また、開放空間である湿地も林縁からの距離が比較的
近く、アクセスしやすいという点で、ヤマネコ定住個体が餌場として利用しやすい環
境でもある。実際にも、痕跡や行動調査からヤマネコの利用が確認されている。
2009 年現在、定住オス 1 頭と定住メス 1 頭が確認されている（環境省平成 21 年度
イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）
。
マ ング ロ ーブ 後
背湿地林

□：土地改良予定地

ミナピシ

塩性湿原

マングローブ林

マングロ
ーブ後背
湿地林

ヨナダ川
水田・
休耕田

図Ⅰ-14.西表地区仲良マラントゥ（フカンタ・マラントゥ）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ 少なくとも 1962 年までは全面的に耕作されていたが、1977 年には耕作域が大きく
減少し、その後も少しずつ減っている（国土地理院航空写真より）。
・ 一部小規模に耕作されている水田は、現在１名前後の耕作者によって耕作されてい
る。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域の大部分が原野、一部が農用地（水田）
、森林とされている。
・

ところが、同国土利用計画平成 30 年計画構想図においては、上記原野の部分すべて
を農用地へ用途転換することとされている。この点については、後記の国土利用計画
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本文との整合をはかるため、慎重な再検討が必要となっている。
・

同国土利用計画平成 30 年計画構想図に示された農用地の相当部分は、沖縄県営土地
改良事業（「（仮）竹富町西表地区経営体育成基盤整備事業」）の予定地とされており、
平成 24 年度以降に事業化される可能性がある。

・

上記国土利用計画本文は、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。

・

森林については、
「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重な動植物が生息す
る空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識されており（1 章 (3)
2））、特に西表島の森林については、「保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮
した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用
途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。

・

原野については、、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含ま
れる区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されてお
り（1 章 (3) 3））、特に西表島の原野については、
「主として、道路、宅地の整備に
限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2)

2）

②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
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各論編－西表地区-仲良マラントゥ（フカンタ・マラントゥ）区域
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 耕作放棄前から生育していた森林の伐採は避け、耕作放棄後に再生した森林の伐採に
ついても耕作地間の面的連結を目的として行うことは避けて林冠を残す。それによっ
て、開放空間の拡大を避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及ぼ
す水系の変更を避ける。
特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 過去に水田だった耕作放棄地は水田として利用し、畑への転用や、暗渠排水パイプの
埋設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地の面的連結、森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道
路）の設置は避ける。
5. 水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 耕作中などの配慮について
・水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河
川水の流量確保が優先されるべきである。
・除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。
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＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
現在当該地区の湿地に生息していることが判明している水生動植物の希少種情報に
ついて以下に列記する。具体的な土地利用に当たっての配慮のあり方については以下の
情報提供者である各分類群の研究者の意見を反映する必要がある。また、情報がない場
合でも、希少種がいる可能性があるという想定の下に、土地利用計画立案にあたっては
調査等を実施することが必要である。
表 西表地区仲良マラントゥ（フカンタ）区域で確認されている水生動植物の希少種*1
分類群：

種名

国 RDB

県 RDB

備考

研究者
貝類：
琉大風樹館
佐々木学芸員

準絶滅危
惧種

ムラクモカノコ
絶滅危惧
II 類

クルマヒラマキ

準絶滅危
惧種
準絶滅危
惧種

オキナワドブシジミ
水生昆虫：

タイワンタイコウチ

琉大風樹館
佐々木学芸員

トビイロゲンゴロウ

情報不足

ヒメフチドリゲンゴ
ロウ

絶滅危惧
II 類

情報不足

フカンタは西表地区（調査
地点：スネデ、フカンタ、
クモッタ、サーチ、カトゥ
ラ）のなかで最も多くの希
少種が確認された

*1 平成 21 年度イリオモテボタル緊急保全対策業報告． 2010. 株式会社水圏科学コンサ
ルタント（環境省請負調査）より
*2 佐々木健志 学芸員 琉球大学風樹館
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各論編－祖納干立地区-西表地区東祖納（スネデ）区域

3-4. 西表地区東祖納（スネデ）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
祖納集落の後背部に広がる水田地帯は、ヨナダ川の河畔林・マングローブ林とも隣
接している（図Ⅰ-15）。
湿地として餌動物を産出するほか、林縁に近く、ヤマネコがアクセスしやすい点で
定住個体にとって重要な餌場となっていることが推察される。
フカンタでモニターされている定住オス、メスはこの区域まで来ることが過去の環
境省の自動撮影により確認されている（環境省・林野庁 2005）
。

□：土地改良予定地
マングローブ林

ヨナダ川

水田

図Ⅰ-15. .西表地区東祖納（スネデ）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ 現在、ほぼ全域が、水田として祖納および周辺集落の耕作者によって耕作されている。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域の大部分が農用地（水田）とされている。農用地西の集落側のごく一部に森林、
農用地東の公共・公用施設（ふるさとの森）とされている土地に接する部分が原野と
なっている。
・ これに対し、同国土利用計画平成 30 年計画構想図においては、上記森林と原野を農用
地に用途転換することとされている。
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・ 同国土利用計画においては、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 同国土利用計画平成 30 年計画構想図に示された農用地の相当部分は、沖縄県営土地改
良事業（「（仮）竹富町西表地区経営体育成基盤整備事業」）の予定地とされており、平
成 24 年度以降に事業化される可能性がある。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 現在の耕作地を取り巻く森林の伐採は避ける。
2. 小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避け、隣
接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 水田としての利用を継続し、畑への転用や、暗渠排水パイプの埋設、耕盤の破壊、
盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道路）の設置は避けることが
望ましい。
5.

水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
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をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に
現在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6

耕作中などの配慮について
・ 水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河
川水の流量確保が優先されるべきである。
・ 除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
現在当該地区の湿地に生息していることが判明している水生動植物の希少種情報に
ついて以下に列記する。具体的な土地利用に当たっての配慮のあり方については以下の
情報提供者である各分類群の研究者の意見を反映する必要がある。また、情報がない場
合でも、希少種がいる可能性があるという想定の下に、土地利用計画立案にあたって調
査等を実施することが必要である。
表 西表地区東祖納（スネデ）区域で確認されている水生動植物の希少種*1
分類群：

種名

国 RDB

県 RDB

備考

準絶滅危
惧種
準絶滅危
惧種
準絶滅危
惧種
絶滅危惧
II 類

西表地区（調査地点：スネデ、
フカンタ、クモッタ、サーチ、
カトゥラ）のなかで最も出現種
数が多かった

準絶滅危
惧種
絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
II 類

西表地区（調査地点：スネデ、
フカンタ、クモッタ、サーチ、
カトゥラ）のなかで最も出現種
数が多かった

研究者
貝類：
琉大風樹館
佐々木学芸員
*2

植物：
琉大
横田教授*3

カバグチカノコ
クリグチカノコ
カワコザラの一
種
マメシジミの一
種
イボアヤカワニ
ナ
オキナワミズゴ
マツボ
ナツノウナギツ
カミ

準絶滅危
惧種
準絶滅危
惧種

タヌキアヤメ
マルミスブタ

絶滅危惧
II 類

ミズオオバコ

シャジクモ属、フラスコモ属は
農薬に対する耐性が低い

絶滅危惧
II 類
チ ャ ボ フ ラ ス コ 絶滅危惧
モ
I類
*1 平成 21 年度イリオモテボタル緊急保全対策業報告． 2010. 株式会社水圏科学コンサ
ルタント（環境省請負調査）より
*2 佐々木健志 学芸員 琉球大学風樹館
*3 横田昌嗣 教授 琉球大学理学部海洋自然科学科
シャジクモ
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3-5. 干立地区干立（干立集落北）区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
この地域ではイリオモテヤマネコのモニタリングは行われたことがなく、ヤマネコ
がどのように利用するかは不明であるが、干立集落北の休耕田や天然記念物であるヤ
エヤマヤシ群落下に広がる水田・休耕田など湿地環境の豊富さから（図Ⅰ-16）、ヤマ
ネコが定住できる環境である可能性は高い。

□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて水田として耕
作されていたエリア
（地目「水田」）→再生
利用計画？

マングローブ林

□：土地改良予定地
以外の耕作放棄地で
かつて畑として耕作さ
れていたエリア（地目
「畑」）→再生利用計
画？

水田・
休耕田

マ ング ロ ーブ 後
背湿地林

図Ⅰ-16.干立地区干立（干立集落北）区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ 干立集落北の休耕田（モイダ）は、少なくとも 1995 年までは耕作されていた（国土地
理院航空写真より）。その北側にも、登記簿上の地目が「水田」「畑」となっている土
地が散在しているが、現状は森林となっている。
近年および将来の土地利用計画
・「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
集落に北側に接する休耕田および原野を挟んでその北側に位置する水田跡が農用地、そ
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れ以外は森林とされている。同平成 30 年計画構想図においても何ら変更はなく用途の転
換は想定されていない。
・同国土利用計画では、西表島の農用地について、
「イリオモテヤマネコに代表される貴
重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備等の推
進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・森林については、
「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重な動植物が生息する
空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識されており（1 章 (3) 2）
）、
特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮した上で、
町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への転換を
図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・原野については、
「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含まれる
区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されており（1 章
(3)

3））、特に西表島の原野については、「主として、道路、宅地の整備に限り、必要に

応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）
。
・本区域の畑および水田耕作跡は、竹富町によって耕作放棄地として把握され（2009 年
6 月時点）、耕作放棄地再生利用緊急対策（平成 21 年度 農林水産省農村振興局）の事業
化が検討されたことがあった。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての
質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
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土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 耕作放棄前から生育していた森林の伐採は避け、耕作放棄後に再生した森林の伐採に
ついても耕作地間の面的連結を目的として行うことは避けて林冠を残す。それによっ
て、開放空間の拡大を避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及ぼ
す水系の変更を避ける。
特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 過去に水田だった耕作放棄地は水田として利用し、畑への転用や、暗渠排水パイプの
埋設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地の面的連結、森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道
路）の設置は避ける。
5. 水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 耕作中などの配慮について
・水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河
川水の流量確保が優先されるべきである。
・除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。
＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
現在当該地区の湿地に生息していることが判明している水生動植物の希少種情報に
ついて以下に列記する。具体的な土地利用に当たっての配慮のあり方については以下の
情報提供者である各分類群の研究者の意見を反映する必要がある。また、情報がない場
合でも、希少種がいる可能性があるという想定の下に、土地利用計画立案にあたって調
査等を実施することが必要である。
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表 西表地区干立（干立集落北）区域で確認されている水生動植物の希少種*1
分類群：

種名

国 RDB

県 RDB

備考

研究者
貝類：
琉大風樹館

準絶滅危
惧種

ヒラマキモドキ

佐々木学芸員*2
植物：
琉大
横田教授*3

ヒメシロアサザ
スイシャホシク
サ
マルミスブタ
シャジクモ

絶滅危惧
II 類

絶滅危惧
II 類

絶滅危惧
IA 類
絶滅危惧
II 類
絶滅危惧
II 類

絶滅危惧
IB 類
絶滅危惧
II 類

西表島でも数カ所しか自生
していないとされる*

農薬に対する耐性が低い*

*1 平成 21 年度イリオモテボタル緊急保全対策業報告． 2010. 株式会社水圏科学コンサ
ルタント（環境省請負調査）より
*2 佐々木健志 学芸員 琉球大学風樹館
*3 横田昌嗣 教授 琉球大学理学部海洋自然科学科
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４．古見美原地区
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-17. 古見美原地区の生息環境

古見美原地区は、比較的なだらかな山裾が広がる地形のなかに、シイラ川、フカリ
川、アイラ川が同じ湾内に流れ込み、それぞれの川の下流部から湾奥にかけて広いマ
ングローブ林、その後背部にあたる湿地林が広がっている（図Ⅰ-17）
。また、こうし
た湿地を利用した水田耕作もさかんである。これらの水田は土地改良が行われておら
ず、人為的な引水、排水の規模は小さいため、本来の湿地の機能が大部分維持されて
いるものと考えられる。すなわち、これらの湿地林・湿地・水田はいずれも、イリオ
モテヤマネコの餌動物を豊富に産出する環境であることが考えられる。また、この地
区の水田はいずれも細長い形状をしているために林縁からの距離が比較的近く、アク
セスしやすいという点で、ヤマネコの餌場としては重要であることが推測される。実
際、この地区の水田で、痕跡や目撃、ラジオトラッキングによる利用が確認されてい
る（琉球大学 2008; Okamura 2002; 西表野生生物保護センター私信）
。こうしたヤマ
ネコにとって好適な環境である湿性環境の多さが、かつてのこの地区の高密度生息状
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況（自然環境研究センター 1994）を支えていたことが推察されるが、一方で、隣接す
るヨナラ野原地区での牧場拡大が、定住メスの確認数の減少になんらかの影響を及ぼ
している可能性がある。また、交通事故のリスクも比較的高く、これまでにも定住メ
スの加入が遅れるなどの現象が確認されている（H20 分科会資料より）。2009 年現在で、
オス 2 頭、メスが推定 1 頭定住していることがわかっている（環境省平成 21 年度イリ
オモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）。
マイラ川とシイラ川に挟まれた古見集落及び後背地の土地改良区は広い開放空間と
なっているためヤマネコの定住は見込めない。しかし、放浪個体が時折集落内に現れ
ることはある（西表野生生物保護センター私信）。
過去から現在に至る土地利用の状況
・現在、この区域内では、水田や水田跡地を利用した放牧、林木育種センターの実験ほ
場、古見集落の後背地に土地改良による甘藷畑等の耕作地が広がっている。
・いつ頃から拓かれたかは不明だが、少なくとも 1945 年にはカサ崎にも水田があり、1962
年までは使用されていた。1977 年の航空写真では休耕田の状態で、以降だんだん森林
に覆われていった。
・シイラ川、マイラ川では現在カヌーツアーが盛んであり、特にサガリバナの開花シー
ズン（6～8 月）には未明よりカヌーが渋滞するほどの利用がある。マイラ川ではカヌ
ーから降りて滝までトレッキングするコースもよく利用されている。現状及び影響把
握が急務といえる状況にある。
・アイラ川沿いは古見岳の登山ルートとしてツアーによる利用が見られる。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域は農用地（畑、水田）が森林に囲まれるように配置されている。かつての水田
跡地でまとまった面積を有する部分は原野とされている。同平成 30 年の計画構想図に
おいても用途の転換は想定されていない。
・ 竹富農業振興整備計画（2009 年（平成 21 年）12 月）においては、
「開拓移住地 34 ヘ
クタールの内 16.6 ヘクタールが土地改良総合整備事業で整備が完了し、さとうきび生
産団地化を形成している。水稲整備についても、事業導入の可能性調査を検討する」と
されている（第３ １ ア c）、下記国土利用計画本文で明示された方針と整合させて
実施を計画することが求められている。
・

上記国土利用計画本文は、西表島の農用地について、「イリオモテヤマネコに代表さ
れる貴重な動植物の生息を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整
備等の推進により優良農地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。

・ 原野については、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含まれ
る区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されており（1
章 (3)

3））、特に西表島の原野については、「主として、道路、宅地の整備に限り、

必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」
とされている（2 章 (2) 2） ②）。
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土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。

2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

3.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひ
っきりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意
する。

51

各論編－古見美原地区

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。具体的な土地利用に当たっては、必要に
応じて調査等も行い、各分類群の専門家の意見を反映する必要がある。
水生動植物への配慮はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たない
こと、除草剤その他の農薬は使わないことなどが考えられるが、別途各分類群の専門
家の意見を反映した施策が必要である。
また、地区内の一部の登山ルート（ここに貴重な生物がいるという情報は盗掘を防
ぐために厳重に取扱注意）をはじめ、西表島の河川流域には貴重な生物が多く生息し
ている場合があり、ルートが有名になることに伴う多量採取の危険性も含めたツアー
の影響について、別途、各分類群の専門家の意見を反映した施策が必要である。
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５．大富前良地区
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-18. 大富前良地区の生息環境

大富前良地区（図Ⅰ-18）は、比較的なだらかな山裾が広がる地形のなかに、マイラ川、
赤井田川、後港川、仲間川が流れており、それぞれの川の下流部から河口部にかけて広いマ
ングローブ林、その後背部にあたる湿地林が広がっている。また、後港川の上流部と仲間川
支流に挟まれた大富林道周辺や、仲間崎半島東岸からマイラ川にかけての海岸沿い低地部に
も湿地林が多い。特に、後港川の上流部は小さな沢が入り組んだ複雑な水系を形成しており、
湿地が豊富である。この地区では、かつては湿地を利用した水田耕作がさかんであったが、
現在水田利用は一部を除いて行われていない。しかし、こうした水田跡の湿地はいずれもイ
リオモテヤマネコの餌動物を豊富に産出する環境であることが考えられる。また、この地区
は移動の障壁と考えられる急傾斜地にはほとんど面していないため、内陸部との交流が期待
できる。
マイラ川から南 1km ほどの区間は、低い尾根と湿地が入り組んで、ヤマネコが特に好む、
多様な植生がモザイク状となった島内でも特異な環境が形成されている。こうしたヤマネコ
にとって好適な環境の多さは、少なくとも 2005 年まではこの地区の高密度生息状況（表Ⅰ
-5）を支えていたことが推察される。実際、この地区の湿地や沢を中心に、ラジオトラッキ
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ングによってヤマネコの利用が確認されている（琉球大学 2008；西表野生生物保護センタ
ー私信）。一方で、幹線道路を挟んで両側にヤマネコの好適環境が広がる状態は、ヤマネコ
の路上出現と交通事故リスクを増大させた。マイラ川から南 1km ほどの区間は、周辺での道
路工事が盛んになる前までは、島内で最も交通事故が多いエリアだった。
仲間川下流左岸の大富集落と、その後背地から仲間崎半島の西半分にかけては、大規模な
土地改良が行われてほぼ一面開放空間となっている。これらの開放空間にはヤマネコは定住
できない。また、かつてヤマネコのメスが定住していた仲間崎半島の北東側の農園には、近
年定住メスが確認されていない。この地区は 1972 年～1979 年、1987 年～2003 年、2004 年
～2007 年とほ場整備や土地改良事業があちこちで行われ、また農園の利用（おもにパイン
栽培やマンゴーのハウス栽培）も近年活発となっている。長期にわたって継続中のこうした
環境改変は、ヤマネコの生息状況に何らかの悪影響を与えている可能性がある。さらに、仲
間崎半島の北東側農園付近から赤井田川にかけて、現在、橋梁設置を含む大規模な道路改修
工事が実施中で、ヤマネコの行動に影響が出ている可能性が指摘されている（環境省平成
20、21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料より）。
こうした開放空間のなかにあって、後港川沿いの河畔林がコリドー状に残っている。この
コリドー状の森林を老齢個体が利用していた例が、ラジオトラッキングにより確認されてお
り（琉球大学 2008）
、老齢個体や放浪個体などの弱い個体にとっては残存林も重要な存在で
あることが推察される。
過去から現在に至る土地利用の状況
・大富集落は戦後の移民により形成されたものであり、集落及び後背地は 1945 年には森
林に覆われていた。その後、少なくとも 1962 年には集落後背地の耕作地は現在と同規
模に拓かれており、同地区は 1972～1979 年に土地改良され、現在の景観となっている。
・大富東工区は 1945 年には牧のような状態だったことが航空写真から確認された。1962
年には畑が広がっており、1994～1997 年にかけて土地改良が行われた。
・仲間崎半島は少なくとも 1945 年には畑や水田に覆われ、一部にコリドー状の森林を残
す他はほぼオープンな土地となっており、1962 年にも同様の状況が確認できた。しか
し、1977 年には耕作放棄地が増え、森林の回復が著しい状態だった。しかし、1987～
1993 年にかけて土地改良が行われ、半島の西半分の森林は消失した。
・仲間崎半島の北東側の農園は 1945 年には牧のような状態だったことが航空写真から確
認された。しかし、その後一部が放棄されて森に戻ったり畑として新たに開墾された
り、再びあまり利用されなくなって森が多くなったりという状態が繰り返されていた。
近年は比較的活発に利用されている。
・大富林道入口付近から大正池にかけては少なくとも 1962 年水田や畑があちこちに広が
っている状態が確認できる。その後水田は一部が放棄され、一部は現在まで利用され
ている。畑は少なくとも 1977 年にはすべて放棄されて森林に戻っていた。この地区で
計画されていた土地改良事業（西工区）は、特異な水系や希少種の多さなど貴重な自
然環境保全の観点から調整作業を重ねた結果、2001 年春に凍結となった。
・西工区の土地改良事業凍結の代替事業として、2004～2007 年にかけて新港地区土地改
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良事業が行われている。これはすでに改良済みの土地を、休耕地も含めて新たな技術
で改良したもので、土地改良区内に残っていたコリドー状の森林が一部消失した。
・大富林道は近年、林野庁によって自然観察遊歩道として位置づけられ、亜熱帯自然林
観察路やマングローブを観察する木道等も整備されている。また、随所に展望台、東
屋がおかれている。西表島横断道としても登山客やツアーに多くの利用がある。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域は農用地（畑、ごく一部が水田）が森林に囲まれるように配置されている。か
つての水田跡地でまとまった面積を有する部分は原野とされている。同平成 30 年の計
画構想図においても用途の転換は想定されていない。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1.

耕作地間の面的連結等の目的を問わず、耕作放棄前から生育していた森林の伐採は
もちろん、耕作放棄後に再生した森林の伐採も避け、林冠を残す。それによって、開
放空間の拡大を避ける。
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2.

区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及
ぼす水系の変更及び区域内の植生の大幅な変更を避ける。
特に、小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。

3.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひ
っきりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意
する。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途専門家
の意見を反映する必要がある。特に、大正池周辺（後港川上流部）の旧大富西工区に
ついては、「平成 7 年度大富地区環境影響調査業務報告書」（(財)沖縄県環境科学セン
ター 1996）に詳しい。
また、西表島の河川流域には貴重な水生生物が多く生息している場合があり、ルー
トが有名になることに伴う多量採取の危険性も含めたツアーの影響について、別途専
門家の意見を反映した施策が必要である。
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６．ヨナラ野原地区
6-1.ヨナラ原区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
与那良川を中心に県道より南側に水田・休耕田が広がっている。この水田地帯には両
岸が護岸の与那良川沿いに細々と藪状の河畔林が残っているほかは、海岸林まで連続す
る森林がほとんどない開放空間である（図Ⅰ-19）。このような護岸は、移動経路及び餌
場となる河畔林・沢筋と、餌場となる周辺の休耕田・水田等の湿地との間の移動を阻害
してしまうのでヤマネコにとっては好ましくない。
しかし、そのほかに残存する林を利用しつつ、放浪個体が一時的に滞在し、水田等の
湿地を餌場として利用することが考えられる。
定住個体は確認されていないが、放浪個体と思われる個体は県道上で毎年確認（目撃）
さ れ て い る （ 環 境 庁 ・ 林 野 庁 1996,1998,1999,2000; 環 境 省 ・ 九 州 森 林 管 理 局
2001,2003,2005; 西表野生生物保護センター私信）
。
図Ⅰ-19. ヨナラ原区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ いつ頃から耕作されていたかは不明だが、少なくとも 1945 年（米軍撮影）、1962 年（国
土地理院）の航空写真では現県道の海側（東～南側）と山側（北西～北側）の広い平
地がほぼ全面的に水田として利用されていた。しかし、1977 年（国土地理院航空写真）
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には水田の半分ほどは耕作されておらず、1986 年の航空写真（国土地理院）では、県
道の山側が土地改良によって甘藷畑等の乾いた耕作地となり、現在と同様の状況にな
った。
・ 県道海側の農用地の現況を詳細に見ると、ヨナラ川から南の平地の大部分は水田とな
っている。平地の中央より少し南寄りにやや小高くなった島状に残った森林が、海岸
部のマングローブ林につながっている。その南側はおもに牧草地として利用されてい
る。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域の大部分が農用地（水田）、一部が森林、原野とされている。同平成 30 年計画
構想図においても何ら変更はなく、用途の転換は想定されていない。
・ 同国土利用計画平成 30 年計画構想図に示された農用地の相当部分は、沖縄県営土地
改良事業（「（仮）竹富町与那良原地区経営体育成基盤整備事業」）の予定地とされて
おり、平成 24 年度以降に事業化される可能性がある。
・ 同土地改良事業計画においては、現況の森林および原野の農用地への転換も検討され
る可能性があるが、そうなれば上記国土利用契約平成 30 年計画構想図と整合しない。
なお、同国土利用計画本文は、農用地、森林、原野の用途への土地利用について下記
のように定めている。
・ 西表島の農用地については、「イリオモテヤマネコに代表される貴重な動植物の生息
を確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備等の推進により優良農
地の確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 森林については、「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重な動植物が生息す
る空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識されており（1 章 (3)
2））、特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮
した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用
途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 原野については、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含まれ
る区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されており
（1 章

(3) 3））
、特に西表島の原野について、
「主として、道路、宅地の整備に限り、

必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」
とされている（2 章 (2) 2） ②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの放浪個体にとって移動経路を分断し
たり、餌場としての質を低下させ、最悪の場合、一時的な滞在ができない環境としてし
まうことが懸念される。
・ 海岸林と後背森林をつなぐコリドー状の森林や、湿地内に残された島状の森林を
伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒海岸林や後背森林といった生息環境として重要な森林間の移動経路の喪失、水
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田等の湿地のコリドーや島状森林を通じた利用の喪失
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1． 与那良川河畔林を中心とした海岸林と後背森林をつなぐ残存林の伐採を避ける。
2．与那良川の護岸は、将来的には河畔林を形成する植栽を伴う緩傾斜とされるのが望ま
しい。
3.

県道海側平地の中央より少し南寄りにやや小高くなった島状に残存した森林の伐
採を避ける。

4．

水田としての利用を継続し、畑への転用や、暗渠排水パイプの埋設、耕盤の破壊、

盛土等、排水や乾燥化を促す施業はできるだけ行わない。
5.

水田への周辺河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響
をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現
在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。

6.

耕作中などの配慮について
・ 水田は周年湛水が望ましい。ただし、引水によって河川水量に影響が出る場合は河
川水の流量確保が優先されるべきである。
・ 除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい。
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＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。水生動植物への配慮はたとえば水田、水
路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の農薬は使わないこと
などが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては、別途各分類群の専門家の意見
を反映することが必要である。また、ヨナラ原は希少な渡り鳥の一時滞在場所として
もしばしば利用されており（西表野生生物保護センター私信）、その意味でも現在の湿
地環境の保全は重要である。

イリオモテヤマネコ以外の分類群に関してヒアリング対象として考えられる専門家
分類群

専門家名

所属

水生昆虫

佐々木健志 学芸員

琉球大学風樹館（資料館）

金城政勝 准教授

琉球大学熱帯生物圏研究センター

横田昌嗣 教授

琉球大学理学部海洋自然科学科進化・生態学

水生植物

講座
甲殻類

成瀬 貫 特命助教

琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究
施設（亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構）

マングローブ

藤田喜久非常勤講師

琉球大学教育センター

馬場繁幸 教授

琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究

植物
両生爬虫類

施設
太田英利 教授

兵庫県立大学自然・環境科学研究所 系統分
類研究部門

鳥 類

西表野生生物保護セ

環境省西表野生生物保護センター（西表自然

ンター

保護官事務所）
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6-2.野原区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
ヨナラ原の北側には、最近までおもに放牧場として使われていた草地が広がっている
(図Ⅱ-19)。開放空間である草地をヤマネコが積極的に利用することは考えにくいが、隣
接する北岸地区ホネラ高那区域では、牧場・放牧場後背地の内陸部の森林と連続してい
る林縁部でしばしばヤマネコの痕跡が見つかっており（林野庁 1995; 環境庁・林野庁
1996,1998,1999,2000; 環境省・九州森林管理局 2001,2003,2005）、森林部から林縁部に
かけてはよく利用されていることが推察される。また、南側には草地の中に残存林がよ
く残っており、県道を挟んで海岸林までつながっている。県道における目撃状況（環境
庁・林野庁 1996,1998,1999,2000; 環境省・九州森林管理局 2001,2003,2005）からも、
おもに放浪個体が内陸部森林と海岸林を結ぶ移動経路として利用している可能性が高い。

図Ⅰ-20. 野原区域の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・ いつ頃から草地化されていたかは不明だが、少なくとも 1945 年の航空写真（米軍撮
影）では現在の２／３ほどが草地となっている（図Ⅰ-20）。草地には大規模農園が経
営していた土地（多くは隣接する北岸地区ホネラ高那区域にまたがっている）と個人
または町有地・県有地が含まれる。大規模農園が利用していた土地は、数年前まで一
部が放牧場として利用されていたが、数年前に農園が経営破綻したため、現在は利用
されていない。
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近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図においては、
本区域の大部分が農用地（採草放牧地）とされているが、南側には海岸から内陸にか
けてコリドー状に森林・原野とされている部分がある。同平成 30 年計画構想図におい
ても何ら変更はなく、用途の転換は想定されていない。
・

西表島の農用地について、「イリオモテヤマネコに代表される貴重な動植物の生息を

確保するなど自然環境との調和に配慮しつつ、農業基盤整備等の推進により優良農地の
確保を図る」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・ 森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重な動植物が生息する空
間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識されており（1 章 (3) 2））、
特に西表島の森林については、「保全を基本とし、自然環境への影響を十分配慮した上
で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、必要に応じて他の用途への転
換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
・

原野について、「イリオモテヤマネコを代表とする貴重な動植物の生息地に含まれる

区域もあるなど自然環境保全上重要な役割を果たす状況もある」と認識されており（1
章

(3) 3））、特に西表島の原野について、「主として、道路、宅地の整備に限り、必

要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
以下のような土地利用はヤマネコの放浪個体にとって移動経路を分断したり、餌場と
しての質を低下させ、最悪の場合、一時的な滞在ができない環境としてしまうことが懸
念される。
・ 海岸林と後背森林をつなぐコリドー状の森林を伐採し、林冠を失ったオープンエ
リアが連続して広くできる場合
⇒海岸林や後背森林といった生息環境として重要な森林間の移動経路の喪失
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒一時滞在時のハンティング機会の減少、移動の阻害など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 海岸林と後背森林をつなぐ残存林の伐採を避ける。
2. 将来的には植栽等で海岸林および後背森林間の森林植生の回復を促し、移動経路をさ
らに確保することが望ましい。同経路は県道を横断することとなるため、交通事故対
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策と合わせて実施する必要がある（この点、アンダーパスが新規設置されているのは
好ましい）。
3.

かつて牧場及び放牧地として利用されていた大規模農園部分については、内陸部森
林に連続する森林の回復をはかるとともに、大勢の人間による常時利用、乾燥化、区
画形質の変更、農薬等のふんだんな使用を避けることが望ましい。
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７．崎山半島地区
7-1. 船浮区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-21. 船浮区域の生息環境

集落の後背部には峠を挟んで両側にかつての水田跡が良好な湿地として保たれている。
また、半島全体として狭い範囲で湿地、尾根、海岸林等が入り組み、生息環境として多
様性が高く、豊富な餌動物を産出できる環境にあることが推察される（図Ⅰ-21）。実際
に、イリオモテヤマネコの餌として重要な、サキシマスジオ、キシノウエトカゲ、ヤエ
ヤマハラブチガエルが比較的高密度で生息しており（太田私信）、区域全体がヤマネコの
生息適地にあると考えられる。ヤマネコの生息状況が継続的にモニターされたのは琉球
大学と林野庁の共同研究による自動撮影調査しかないが、撮影頻度が高く、並行して行
われた痕跡調査で幼獣の足跡が発見されたことから定住個体がいることが推測された
（大橋 2005）。過去に数回行われた痕跡調査でも発見率が高かった地域である（池原・
宮城 1985; 阪口・村田 1988; 自然環境研究センター 1994）。2009 年 12 月に、舟浮集
落内でまだ親離れしていないと思われるヤマネコの仔ネコの死亡が確認され、定住メス
の存在が明らかとなった（環境省平成 21 年度イリオモテヤマネコ保護増殖分科会資料よ
り）。区域内でヤマネコの生息状況に変化を起こすような環境変化がほとんどみられない
ため、この区域では過去から継続的にヤマネコが定住していると考えられる。他地域と
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つながる道路がないため、交通事故の危険性がない。また、近年観光利用が急増してい
るが、ほとんどが日帰り観光のため、夜間には人間による撹乱がほとんどないこともヤ
マネコの生息にとって好適な条件となっている。
過去から現在に至る土地利用の状況
・集落後背地の水田跡は、少なくとも 1977 年まではその大部分が耕作されていたが（国
土地理院航空写真）、耕作放棄されて少なくとも 20 年以上たっており、森林の回復も
進んでいる。
・半島北側の丘陵地はほぼ全面が少なくとも 1977 年までは畑（一部水田）として耕作さ
れていたが、1986 年航空写真よりある程度の耕作地が放棄されて森林が回復しはじめ
ている状況が確認され、現在は相当程度の森林が再生している。
・集落後背地のイダの浜をはじめ、集落内およびその周辺域の観光利用が近年急速に進
んでおり、入域者が急増している。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図において
は、船浮集落と隣接するかつての水田跡が原野とされているほか、森林に囲まれて若
干の農用地がある。同平成 30 年計画構想図においても何ら変更はなく、用途の転換
は想定されていない。
・ 2008 年（平成 20 年）4 月、1 筆で桃源崎の大部分を占める土地（151,462 ㎡）お
よび 1 筆の農用地（5190 ㎡）の計 2 筆が、石垣市の不動産業者に売却され、わずか
2 週間後（同年 5 月）に本土資本のリゾート等を経営する U 企業に転売されている。
所有者によるこれらの土地利用の動向が注視される。
なお、転売された農用地は、「竹富農業振興整備計画・農用地利用計画」
（2009 年
（平成 21 年）12 月）において、引き続き農用地としての利用が計画されている。
・ 上記国土利用計画は、
「町土利用の基本方針」として、
「本町の観光資源は、豊かな
自然環境と特徴的な歴史・文化であることから、自然や町並みを保全しつつ、それら
と調和した観光リゾート産業として発展させることが、産業振興のみならず、住民生
活及び集落環境の改善へとつながっていく」としている（1 章 (1) 5）
）。
・

同国土利用計画は、特に西表島における観光リゾート産業の立地について、
「自然環
境に十分配慮され、かつ周辺住民の生活及び集落環境の改善をもたらす」ものを想
定している（2 章

・

(2) 2） ②）。

同国土利用計画は、上記の町土利用の方針を実施するために必要な措置として、「大
規模な土地利用転換については、広い範囲にわたって自然環境及び住民生活に大き
な影響を及ぼすとともに、小さな島では島全体に影響が及ぶことも考えられること
から、事前に十分な環境影響調査を行うとともに適切な環境保全の維持に努める」
とされている（3 章(6)）。

・

同国土利用計画では、森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴
重な動植物が生息する空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識
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されており（1 章 (3)

2））、特に西表島の森林については、「保全を基本とし、自

然環境への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備
に限り、必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」としている（2 章 (2)
2） ②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 森林の伐採による開放空間の拡大は避ける。
2. 集落内を除き、土地の区画形質の変更を避ける。特に小規模であっても谷や湿地を埋
立て、あるいはその上に盛土をすることは避ける。
3. 湿地は現状のまま保存し、宅地等への転用や、暗渠排水パイプの埋設、盛土等、排水
や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内への取り付け道路（特に舗装道路）の設置、一定規模以上の建物・工作物の建
築・設置は避ける。
5. 河川からの引水によって河川水量が現状よりもさらに減少する場合は河川水量への
影響をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様
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に現在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 農地以外についてはもちろん、農地においても除草剤その他の農薬はできるだけ使わ
ないことが望ましい。
7. 半島北側の森林及び湿地において、集落住民以外の者による常時利用を促す形態の土
地利用は避けることが望ましい。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の湿地には貴重な湿地性動植物種が多く生息している可能性が高い。とくに船
浮区域では、両生爬虫類に関して以下の指摘がある（太田私信）
。
「西表島の東部や北部の平地でここ十数年ほどの間におびただしく数の減ったサキシマ
スジオ、キシノウエトカゲ（国・県とも準絶滅危惧種、国指定天然記念物）、ヤエヤマハ
ラブチガエルなどが比較的高密度で生息している（著者注：いずれもイリオモテヤマネ
コの重要な餌動物）。平地・丘陵地の植生の除去や道路の敷設を伴う大規模開発がおこな
われた場合、こうした他地域で密度の低下している種についてここでも生息条件が悪化
し、現在まで比較的良好な状態にあるその存続に悪影響の生じることが懸念される。」
当該区域においては具体的な学術調査が行われていないため情報がないが、湿地に生
息する水生動植物に希少種がいる可能性があるという想定の下に、土地利用計画立案に
あたっては調査や関係分類群の専門家の意見を反映することが必要である。
イリオモテヤマネコ以外の分類群に関してヒアリング対象として考えられる専門家
分類群

専門家名

所属

水生昆虫
水生植物

佐々木健志 学芸員
金城政勝 准教授
横田昌嗣 教授

甲殻類

成瀬 貫 特命助教

両生爬虫類

藤田喜久非常勤講師
太田英利 教授

琉球大学風樹館（資料館）
琉球大学熱帯生物圏研究センター
琉球大学理学部海洋自然科学科進化・生態学
講座
琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究
施設（亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構）
琉球大学教育センター
兵庫県立大学自然・環境科学研究所 系統分
類研究部門
NPO 法人日本ウミガメ協議会

ウミガメ類

日本ウミガメ協議会
付属黒島研究所
池田米蔵 氏
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7-2.崎山地区のその他の区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-22. 崎山半島地区の生息環境

急斜面が多く、低地は狭いが、小さな水系は豊富であり、かつての水田跡などの小さな
湿地もみられる。牧として利用されていた草地がサバ崎半島や崎山村後背地にあったが、
現在はほとんど森林が再生している（図Ⅰ-22）。ヤマネコの生息状況が継続的にモニタ
ーされたのは琉球大学と林野庁の共同研究による自動撮影調査しかないが、道路がない
ために交通事故がなく、また、近年観光入域客が多い舟浮周辺を除くと、人為的な撹乱
がほとんどないという意味で、良好な生息状況が保たれていると推察される。半島の付
け根が急傾斜地及びクイラ川で分断されているという地形的特性があるが、これがイリ
オモテヤマネコの移動にとってどれほどの妨げとなっているかは、クイラ川下流部の干
潟やクイラ川沿いに沿った移動経路も考えられるため、わからない。
過去から現在に至る土地利用の状況
・ 過去には半島内に船浮を含む４つの集落（船浮、網取、崎山、鹿川）が存在したが、
船浮以外は戦前・戦後に相次いで廃村となった。
・ 旧網取村がある半島には大規模な町有地がある。また、この町有地に接して東海大学
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が所有する土地に研究施設が立っている。かつては通年で利用されていたが、現在は夏
季のみの利用となっている。
・ 猟期（11 月 15 日～2 月 15 日）にはおもに西表地区の住民によって一部でイノシシ猟
が営まれている。
・ 船浮、水落の滝、内離島などでカヌーや動力船による観光利用が急増している。
・

その他の地域は現在はカヌーやダイビングによる利用が主だが、奥西表、秘境とい
うイメージで観光開発が進行している可能性がある。

近年および将来の土地利用計画
・

「第 4 次竹富町国土利用計画」（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図において、
網取村跡（東海大学沖縄地域研究センター網取施設がある）周辺が原野とされている
以外、森林とされている。同平成 30 年計画構想図においても何ら変更はなく、用途
の転換は想定されていない。

・

網取の海岸線に臨む一帯（405,385 ㎡：1 筆）、旧鹿川村付近の海岸線に臨む一帯
（105,824 ㎡：2 筆）が、いずれも同一業者によって 2006 年（平成 18 年）6 月に買い
取られており、今後の土地利用の動向が注視される。

・ 上記国土利用計画は、上記の町土利用の方針を実施するために必要な措置として、
「大
規模な土地利用転換については、広い範囲にわたって自然環境及び住民生活に大きな
影響を及ぼすとともに、小さな島では島全体に影響が及ぶことも考えられることから、
事前に十分な環境影響調査を行うとともに適切な環境保全の維持に努める」とされて
いる（3 章(6)）。
・ 同国土利用計画では、森林について「とりわけ、本町の森林域には、学術的にも貴重
な動植物が生息する空間として、他に類をみない生態系を形成している」と認識され
ており（1 章 (3)

2）
）、特に西表島の森林については、
「保全を基本とし、自然環境

への影響を十分配慮した上で、町民生活の基盤にかかわる道路、宅地の整備に限り、
必要に応じて他の用途への転換を図ることとする」とされている（2 章 (2) 2） ②）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
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内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 森林の伐採による開放空間の拡大は避ける。
2. 現状で施設利用がなされている区域を除き、土地の区画形質の変更をできるだけ避け
る。特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
ける。
3. 湿地は現状のまま保存し、宅地等への転用や、暗渠排水パイプの埋設、盛土等、排水
や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内への取り付け道路（特に舗装道路）の設置、一定規模以上の建物・工作物の建
築・設置は避けることが望ましい。
5. 河川からの引水によって河川水量が現状よりもさらに減少する場合は河川水量への
影響をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様
に現在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひっ
きりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意す
る。
＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。水生動植物への配慮はたとえば水田、水
路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の農薬は使わないこと
などが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては、別途各分類群の専門家の意見
を反映することが必要である。
また、本区域内には貴重な生物が多く生息している場所があり、ルートが有名にな
70

各論編－崎山地区のその他の区域
ることに伴う多量採取の危険性も含めたツアーの影響について、実態把握および専門
家の意見を反映した施策が必要である。
イリオモテヤマネコ以外の分類群に関してヒアリング対象として考えられる専門家
分類群

専門家名

所属

水生昆虫
植物

佐々木健志 学芸員
金城政勝 准教授
横田昌嗣 教授

甲殻類

成瀬

両生爬虫類

藤田喜久非常勤講師
太田英利 教授

琉球大学風樹館（資料館）
琉球大学熱帯生物圏研究センター
琉球大学理学部海洋自然科学科進化・生態学
講座
琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究
施設（亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構）
琉球大学教育センター
兵庫県立大学自然・環境科学研究所 系統分
類研究部門
NPO 法人日本ウミガメ協議会

ウミガメ類

貫 特命助教

日本ウミガメ協議会
付属黒島研究所
池田米蔵 氏
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８．豊原地区
8-1. 南風見田区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
図Ⅰ-23. 南風見田区域の生息環境

区域
リゾート計画地（推測）

海岸に向けて緩斜面が広がるなかに、牧場やサトウキビ畑などの耕作地が多いが、土
地改良はされていないため地形は保存されている。餌場として重要な小河川がある沢地
形の部分などに林が残存しており、キシノウエトカゲ等が生息する餌場として良好に保
たれた海岸林にコリドー状に連結している。区域西半分に広がる耕作地のうち半分はも
と水田だったが、現在は耕作地部分がやや拡張されて開放空間となっている。このよう
な湿地的環境が残っている部分についてはヤマネコの餌動物の産出に貢献しているもの
と思われる。この区域でヤマネコの生息状況が継続的にモニターされたのは琉球大学と
林野庁の共同研究による自動撮影調査しかないが、ヤマネコが撮影確認されている（伊
澤私信）。また、2010 年 8 月には、コリドー状に森林が残存している箇所でヤマネコの
死体が発見されている（西表野生生物保護センター私信）。
区域東側では、休耕地に再生した森林が連続し、内陸部から海岸までつながる広範な
森林地帯を形成していたが、2010 年 6 月に農道を挟む山側が伐採され、現在はコリドー
状に残存した状態となっている（図Ⅰ-23）。伐採された箇所は、後述のリゾート計画の
対象区域に含まれている。2010 年 6 月の伐採前の 5 月にはこの付近でヤマネコの母仔の
目撃があり（西表野生生物保護センター私信）、定住個体にとって土地改変の影響は数年
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遅れて出ることが推察されることから、いまだにこの区域には定住個体が生息している
ものと思われる。
過去から現在に至る土地利用の状況
・

湿地は少なくとも 1962 年まではその大部分が水田として利用されていたが、その後
休耕田が増え、1995 年には水田としての利用はなくなっている（国土地理院航空写真）。
また、2003 年には若干の森林再生が見られる（環境省航空写真）
。

・ その他、牧場の面積が 1977 年より拡大し、1986 年には現在のようになっている。牧
場の海側の耕作地については 1962 年に河畔林を除くほとんどが開墾されたが、1986 年
より放棄地が増え、森林が回復していく様子が見られる（1962,77,86,95 年国土地理院
航空写真より）。耕作地が一番広かったときでも、内陸部から海岸まで、河畔林が結ぶ
コリドー状の森林地帯はこの間途切れたことはない。
・

2010 年 6 月より、後記のリゾート計画予定地（自然林が再生し、内陸部から海岸ま
でつながる連続した森林地帯を形成していた部分）のうち日本ビューホテルが抵当権
および所有権移転仮登記を設定している土地（おもに農道を挟んで山側）が大規模に
伐採され、一部は農地として利用されている。今後、内陸部と海岸林間のヤマネコの
移動に悪影響が現れてくることが懸念される状況となっている。

近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図において、
本区域の大部分は農用地（畑、採草放牧地）とされており、河畔林が結ぶ内陸海岸線
間のコリドーを含め、周囲は森林とされている。同平成 30 年計画構想図においても、
何ら変更はなく、用途転換は想定されていなかった（2010 年 6 月に伐開されたことは
前記のとおり）。
・ これまでにリゾート施設の建設計画が、当時の竹富町のリゾート開発基本構想でとり
あげられ（竹富町リゾート開発基本構想（平成 5 年 5 月））、その後事業内容や事業者
名の変更を伴いつつ、開発計画が具体化する動きがあった（2007 年 2 月 20 日八重山
毎日新聞）。区域内には、当初計画時の事業者である日本ビューホテルの抵当権およ
び所有権移転仮登記が設定された土地、ヤマハから移転を受けた不動産業者名義の所
有権あるいは所有権移転仮登記が設定された土地が広範に含まれており、今後とも土
地利用の動向は予断を許さない状況にある。
・ 上記国土利用計画は、
「町土利用の基本方針」として、
「本町の観光資源は、豊かな
自然環境と特徴的な歴史・文化であることから、自然や町並みを保全しつつ、それら
と調和した観光リゾート産業として発展させることが、産業振興のみならず、住民生
活及び集落環境の改善へとつながっていく」としている（1 章 (1) 5）
）。
・

同国土利用計画は、特に西表島における観光リゾート産業の立地について、
「自然環
境に十分配慮され、かつ周辺住民の生活及び集落環境の改善をもたらす」ものを想
定している（2 章

・

(2) 2） ②）

同国土利用計画は、上記の町土利用の方針を実施するために必要な措置として、「大
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規模な土地利用転換については、広い範囲にわたって自然環境及び住民生活に大き
な影響を及ぼすとともに、小さな島では島全体に影響が及ぶことも考えられること
から、事前に十分な環境影響調査を行うとともに適切な環境保全の維持に努める」
としている（3 章(6)）。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地利
用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、基
本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要がある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
また、以下のような土地利用はヤマネコの定住個体の生息地としての質を低下させ、
最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 耕作放棄前から生育していた森林の伐採は避け、耕作放棄後に再生した森林の伐採に
ついても耕作地間の面的連結を目的として行うことは避けて林冠を残す。それによっ
て、開放空間の拡大を避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及ぼ
す水系の変更を避ける。
特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 現在湿地状環境が維持されている箇所はその状態のまま利用し、暗渠排水パイプの埋
設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の耕作地の面的連結、森林内の耕作地への大規模な取り付け道路（特に舗装道
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路）の設置は避ける。
5. 河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響をできるだけ
小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現在の排水形態
を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい
7.

集落住民、耕作者以外の多数の者による常時利用を促す形態の土地利用は避けるこ
とが望ましい。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
当該地域においては 2007 年に環境省西表野生生物保護センターが取りまとめた、希少
種等の生息状況に関する情報がある（表）
。また、沖縄県の「自然環境の保全に関する指
針（沖縄県 1998）」では、陸域として「自然環境の保護・保全を図る区域」・「自然環境
の保全を図る区域」、沿岸域として「自然環境の厳正な保護を図る区域」とされている。
土地利用計画立案にあたっては調査や関係分類群の専門家の意見を反映することが必要
である。
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表．南風見田区域で確認されている希少種（西表野生生物保護センターが作成した情報に新しい
情報を加えるなど一部改変）
分類群：

種名

国 RDB

県 RDB

研究者
哺乳類：
琉大伊澤先
生*1

文化

情報

希少

財

源

国希

特天

◎

イリオモテヤ
マネコ
ヤエヤマオオ
コウモリ
両生爬虫類： セマルハコガ
兵庫県立大 メ
太田先生*2

絶滅危惧
IA

絶滅危惧
II

絶滅危惧
II

国天

◎

キシノウエト
カゲ

準絶滅危惧

準絶滅危惧

国天

◎

鳥類

サキシマキノ
ボリトカゲ
オオハナサキ
ガエル
アカウミガメ
アオウミガメ

滅危惧

カンムリワシ
キンバト

○

準絶滅危惧

準絶滅危惧

●

絶
II
絶
II
絶
IA
絶
IB

絶滅危惧
II
絶滅危惧
II
絶滅危惧
IA
絶滅危惧
IB
絶滅危惧
IB
絶滅危惧
II
絶滅危惧
II
絶滅危惧
II
準絶滅危惧
準絶滅危惧

○

滅危惧

滅危惧
滅危惧

絶滅危惧
II

ムラサキサギ
チュウサギ
ﾘｭｳｷｭｳアカシ
ョウビン
リュウキュウ
ツミ

準絶滅危惧

準絶滅危惧
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備考
繁殖確認

○

準絶滅危惧

オリイコゲラ
リュウキュウ
キビタキ
オオクイナ

絶滅危惧
IA
準絶滅危惧

国内

○
国希

特天

◎

国希

国天

◎
○
○
●
●
●
○
●

道路を挟んだ山
側のややせまい
平地林や低丘陵
地林が重要な繁
殖場所となって
いる可能性があ
る（太田私信）
海岸林部分が重
要な繁殖場所と
なっている可能
性がある（太田
私信）

上陸あり（産卵
地の可能性）

各論編－豊原地区-南風見田区域
ミフウズラ
リュウキュウ
コノハズク
リュウキュウ
アオバズク
ﾘｭｳｷｭｳサンシ
ョウクイ
イシガキシジ
ュウカラ

甲殻類：
ヤシガニ
琉大藤田先
生*3、成瀬先 オカヤドカリ
生*4
類
昆虫類：
ヨナグニサン
琉大金城先
生*5、佐々木
先生*6
植物：
ハスノハギリ
琉 大 横 田 先 群落
生*7

絶滅危惧
II
種による
準絶滅危惧

準絶滅危惧
準絶滅危惧

○
○

準絶滅危惧

●

準絶滅危惧

●

絶滅のおそ
れのある地
域個体群
（石垣島、
西表島）
絶滅危惧
II

○

絶滅危惧
II

○
国天

○

県天

△

ｱｶｷﾞがあるため

○

「西表島南風見
田海岸のハスノ
ハギリ群落」と
して県の特定植
物群落に指定
（沖縄県 1998）
豊原～南風見田
にかけて約 329
（沖縄県 1998）

海草・藻：
良好な藻場
琉大名誉教
授香村先生
*8
国希：国内希少野生動植物種（種の保存法）、特天：国指定特別天然記念物、国天：国指定天然記
念物、県天：県指定天然記念物
◎：目撃情報集計有り（2007 年 3 月現在）、○：目撃情報はあるが、集計はしていない、●：生
息していることは確実だが目撃情報として収集していない、△：生息していることはほぼ確実
*1 伊澤雅子 教授 琉球大学理学部海洋自然科学科
*2 太田英利 教授 兵庫県立大学自然・環境科学研究所 系統分類研究部門
*3 藤田喜久 非常勤講師 琉球大学教育センター
*4 成瀬 貫 特命助教 琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設（亜熱帯島嶼科学超域研
究推進機構）
*5 金城政勝 准教授 琉球大学熱帯生物圏研究センター
*6 佐々木健志 学芸員 琉球大学風樹館
*7 横田昌嗣 教授 琉球大学理学部海洋自然科学科
*8 香村真徳 名誉教授 琉球大学
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９．住吉地区
9-1. トドゥマリの浜～宇那利崎区域
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-24. トドゥマリの浜～宇那利崎区域の生息環境

半島北部のほとんどが耕作地および集落域といった人為的・開放空間となっているた
め（図Ⅰ-24）、半島北部にはヤマネコの定住は難しいと考えられる。実際、半島北部に
おけるイリオモテヤマネコの定住は確認されていない。ただし、残存する海岸林等は移
動経路として利用される可能性がある。
浦内川河口トゥドゥマリの浜およびその後背地には外来種モクマオウが多いが、在来
海浜植生も再生し、現在は海岸林として良好な状態でひろがっている。小河川や湿地状
の環境もあり、海岸林としてはキシノウエトカゲ等の生息地となっている可能性がある
など、餌場として好適な環境であることが推察される。また、半島付け根部の森林部山
塊には小さな沢地形がいくつも入っており、かつては水田として利用された経緯もある
など湿地環境が残されている。ここでもヤマネコの餌動物が産出されていることが推察
される。トゥドゥマリの浜後背林は浦内集落の南側で帯状に内陸部に連続している森林
塊とつながっており、船浦浦内地区の定住個体が利用する環境であることが推察される。
実際、半島の付け根部分（中野郊外～トゥドゥマリ浜周辺）は船浦浦内地区の定住オス
の行動圏に含まれていると推測されており（琉球大学 2008）、目撃情報からも、浦内川
河口トゥドゥマリの浜およびその後背地林はヤマネコの定住個体や放浪個体が利用して
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いることが考えられる（伊澤ら 1994; 環境庁・林野庁 1998,1999, 環境省・林野庁 2001）
。
祖納干立地区の定住オスが高齢のため放浪して浦内集落北に現れたこともある（西表野
生生物保護センター私信）。
過去から現在に至る土地利用の状況
・

トゥドゥマリの浜の後背地にひろがる森林は、かつて大規模に伐採されたが（1945
年米軍撮影航空写真ではほとんど開放空間だった）
、その後モクマオウが植林されたら
しく、徐々に森林が再生し、1986 年にはほぼ現在の状態になっている（国土地理院航
空写真）。2004 年に大規模リゾートホテルが建設され、その敷地は開放空間となってい
る。

・

本区域中央に広がる住吉牧場はかつて広大な湿地であり、少なくとも 1962 年までは
水田として利用されていた（国土地理院航空写真）。しかし、1977 年には休耕田となっ
ており、1986 年には牧場として整備された状況が確認できる（国土地理院航空写真）。
つまり、現在は湿地環境ではなくなっている。住吉牧場周辺に、沢地形を利用してい
た水田跡が一部残っている。

・

半島北部の開放空間がいつ頃から現在のような状況になったかは不明であるが、少
なくとも 1945 年の航空写真（米軍撮影）ではほぼ現在のような状況になっている。

・ 宇那利崎先端部では 1977 年の航空写真でリゾート施設「太陽の村」が確認できる。
1986 年航空写真ではさらに整備が進み現在のような開放空間になっている。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）の平成 18 年時点現況図において、本
区域の大部分は農用地（畑、採草放牧地）とされている。ただし、トゥドゥマリの浜に
至る海岸線は森林、ウナリ崎先端部はレクリエーション施設とされている。同平成 30
年計画構想図においても、何ら変更はなく、用途転換は想定されていない。
・

太陽の村跡地については、1982 年 9 月から「経営を引き継いだ株式会社西洋環境開
発がリゾート計画を実施することを条件に」
「町有地 16.7 ヘクタールを借りていたが、
計画が具体化しないことから 1995 年 2 月に借地計画を解約」とある（2006 年 8 月 25
日八重山毎日新聞）
。トゥドゥマリの浜に建設されたリゾートホテルは、当初この跡地
も開発する計画があった（WWFJ 意見書 2003 年 9 月 10 日）。その後も、その他のホテ
ル計画のために企業が貸し付けを申請したり（2005 年 9 月 22 日、2006 年 8 月 25 日八
重山毎日新聞）、住吉公民館より町に対して公園として整備するよう要請が出されてい
たこともある（2005 年 9 月 22 日、2006 年 8 月 25 日、12 月 19 日八重山毎日新聞）
。現
在、町はこの方向での整備を検討しているところである。

・ 上記国土利用計画は、
「町土利用の基本方針」として、
「本町の観光資源は、豊かな自
然環境と特徴的な歴史・文化であることから、自然や町並みを保全しつつ、それらと
調和した観光リゾート産業として発展させることが、産業振興のみならず、住民生活
及び集落環境の改善へとつながっていく」としている（1 章 (1) 5））
。
・

同国土利用計画は、特に西表島における観光リゾート産業の立地について、「自然環
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境に十分配慮され、かつ周辺住民の生活及び集落環境の改善をもたらす」ものを想定
している（2 章 (2) 2） ②）。
・

同国土利用計画は、上記の町土利用の方針を実施するために必要な措置として、「大
規模な土地利用転換については、広い範囲にわたって自然環境及び住民生活に大きな
影響を及ぼすとともに、小さな島では島全体に影響が及ぶことも考えられることから、
事前に十分な環境影響調査を行うとともに適切な環境保全の維持に努める」としてい
る（3 章(6)）
。

土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地利
用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、基
本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要がある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
以下のような土地利用（農業関係）はヤマネコの定住個体の生息地としての質を低下
させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念される。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
以下のような土地利用は、ヤマネコの定住個体の生息地としての質を低下させ、最悪
の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念されるとともに、ヤマネコの放浪個
体にとっては餌場としての質を低下させ、最悪の場合、一時的な滞在ができない環境と
してしまうことが懸念される。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少、移動の阻害など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
さらに、以下のような利用はヤマネコの放浪個体にとっての移動経路を分断してしま
うことが懸念される。
・ 海岸林と後背森林をつなぐコリドー状の森林を伐採し、林冠を失ったオープンエ
リアが連続して広くできる場合
⇒海岸林や後背森林といった生息環境として重要な森林間の移動経路の喪失、水
田等の湿地のコリドーを通じた利用の喪失
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土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 残存している森林の伐採など開放空間の拡大を避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更、本区域内の表層水・地下水に影響を及ぼ
す水系の変更を避ける。
特に小規模であっても谷や湿地を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避
け、隣接する区域外の土地においてもできるだけ避ける。
3. 現在湿地状環境が維持されている箇所はその状態のまま利用し、暗渠排水パイプの埋
設、耕盤の破壊、盛土等、排水や乾燥化を促す施業は行わない。
4. 森林内の開放空間の面的連結、森林内の開放空間への大規模な取り付け道路（特に舗
装道路）の設置は避ける。
5. 河川からの引水によって河川水量が減少する場合は河川水量への影響をできるだけ
小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様に現在の排水形態
を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 除草剤その他の農薬はできるだけ使わないことが望ましい
7.

森林内において、集落住民、耕作者以外の多数の者による常時利用を促す形態の土

地利用は避けることが望ましい。

＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
当該地域は西表島で唯一（沖縄県でも珍しい）陸域起源の砂浜であるトゥドゥマリ浜
を含み、国内で最多の魚種数を記録している浦内川の河口部にあたる。浦内川は環境省
によって日本の重要湿地 500 のひとつに選出されており、魚類5や二枚貝類などで希少種
（レッドリスト掲載種）が豊富で、未記載種、新種も数多く見つかっている。河口部の
環境変化はこれらの生物相および生態系に甚大な影響を及ぼす可能性があり、ホテル建
設の際に日本生態学会、日本魚類学会、日本ベントス学会、沖縄生物学会、WWFJ より適
切な環境影響評価等を求める要望または意見書が提出された（下表）。また、トゥドゥマ
リ浜はかつてウミガメの産卵地であったが、ホテルの照明の影響が出ているとの指摘も
ある（日本ウミガメ協議会 2009）。トゥドゥマリ浜以外にも、海岸林にはキシノウエト
カゲ（国・県とも準絶滅危惧種、国指定天然記念物）が生息している可能性がある。
＊

5浦内川の魚類相に関する最新の報告書は
「平成

20 年度西表島及び与那国島の水域及び集落周

辺における希少野生生物の現状把握調査業務報告書.
ント」
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当該地区の土地利用計画立案にあたっては、新たな調査を実施し、専門家の意見を反
映した適切な環境影響評価を行う必要がある。
表．トゥドゥマリ浜への大規模リゾートホテル建設の際に各種団体より出された要望書等
団体名
日本生態
学会
日本魚類
学会
日本ベン
トス学会

要望書または意見書

提出年月

http://www.esj.ne.jp/esj/ESJ_NConsv/2003iriomote.html

2003.3

http://www.fish-isj.jp/info/030612b.html

2003.6

http://ankei.jp/yuji/file/0503/000075_1.pdf
（学会 HP はこちら http://www.benthos-research.info/）

2004.3

沖 縄 生 物 http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2032/shoukai_you
学会

bou_05.html

2003.5

（学会 HP はこちら
http://w3.u-ryukyu.ac.jp/okibio/index.html）
WWFJ

http://www.wwf.or.jp/shiraho/lib/p03090901.htm
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１０．仲良地区
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況
地区内に急傾斜地は多いものの、多くの支流をも
つ仲良川水系を中心に、ヒドゥリ川、クイラ川など
豊富な水系と、川を中心にヤマネコの好む湿地や緩
傾斜地が広がる低地部が多い。これらの湿地は過去
に水田としての利用が盛んであったが、今はまった
く耕作されていない（図Ⅰ-25）。ヤマネコの生息状
況が継続的にモニターされたのは琉球大学と林野庁
の共同研究による自動撮影調査しかないが、良好な
餌場と考えられる湿性環境が豊富であるため、ヤマ
ネコが継続的に定住できる良好な生息地であること
が推察される。仲良川では最近観光入域者数が急増
しており、生態系への影響が懸念されるが、それ以
外は人為的な影響がほとんどなく、良好な生息環境
が維持されていると考えられる。
また、移動の障壁となる急傾斜地は仲良川とクイ
ラ川沿いにはないため、内陸部との交流も期待でき
る。

図Ⅰ-25. 仲良地区の生息環境

過去から現在に至る土地利用の状況
・仲良川沿いは八重山古典民謡「仲良田節」にあるように、古くから水田として利用さ
れていた。仲良川沿いとヒドゥリ川沿いは少なくとも 1945 年の航空写真には水田の様
子が写っている。航空写真からは 1962 年にもまだ水田として利用されていたことが確
認できるが、1977 年の航空写真ではすでに休耕田となっており、そのまま現在に至っ
ている。
・仲良川は現在、カヌーや動力船で遡上し、中流にあるナーラの滝までのトレッキング
ツアーが盛んに行われている。近年急激に利用が増え、「第 2 のピナイサーラ」と言わ
れて過剰利用が心配されている。現状及び影響把握が急務といえる状況にある。
近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
本区域は森林および原野（かつての水田跡）とされている。同平成 30 年の計画構想図
においても何ら変更はなく、用途の転換は想定されていない。
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土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。

＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。

また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 森林の伐採による開放空間の拡大は避ける。
2. 区域全体において、土地の区画形質の変更を避ける。特に小規模であっても谷や湿地
を埋立て、あるいはその上に盛土をすることは避ける。
3. 湿地は現状のまま保存し、宅地等への転用や、暗渠排水パイプの埋設、盛土等、排水
や乾燥化を促す施業は行わない。
4.

森林内への大規模な取り付け道路（特に舗装道路）の設置、一定規模以上の建物・
工作物の建築・設置は避ける。

5. 河川からの引水によって河川水量が現状よりもさらに減少する場合は河川水量への
影響をできるだけ小さくするよう配慮することが望ましい。また、排水の場合も同様
に現在の排水形態を大きく変更するようなことがないよう配慮することが望ましい。
6. 観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひっ
きりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意す
る。
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＊イリオモテヤマネコ以外の分類群について
西表島の水田跡地等の湿地には貴重な湿地性植物種が多く生息している可能性が高
い。また、湿地の湛水部には貴重な水生昆虫が、湿地と河川がつながっている場合は
貴重な魚類等が生息している可能性もある。これらについても十分な情報を集め（ヒ
アリング、場合によっては調査等）、配慮されることが望ましい。水生動植物への配慮
はたとえば水田、水路、湿地および河川のつながりを絶たないこと、除草剤その他の
農薬は使わないことなどが考えられるが、具体的な土地利用に当たっては別途専門家
の意見を反映する必要がある。
また、西表島の河川流域には貴重な生物が多く生息している場合があり、ルートが
有名になることに伴う多量採取の危険性も含めたツアーの影響について、別途専門家
の意見を反映した施策が必要である。
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１１．南岸地区
イリオモテヤマネコにとっての環境特性とヤマネコの利用状況

図Ⅰ-26. 南岸地区の生息環境

海岸付近から標高 200m 以上まで達する崖状の急傾斜地が連続しており、低地部がほと
んどない(図Ⅰ-26)。小さな沢はいくつかあるが、恒常的に水があるところは少なく、湿
地もほとんどないなど、一般にヤマネコが好む環境も少ない。こうした地形的特性から、
定住できたとしても、他の地区のような行動圏配置は考えにくい。行動圏調査は行われ
たことがないため、今後の詳細な調査が待たれるところである。しかし、崖下の岩場で
はしばしば痕跡が見つかっており海岸線が移動経路として用いられている可能性はある。
過去から現在に至る土地利用の状況
・

現在も過去もこの地区内での土地利用はほとんどない。

・

海岸沿いのカヌー、トレッキング等の利用が見られるのみである。

近年および将来の土地利用計画
・ 「第 4 次竹富町国土利用計画」
（平成 22 年 3 月）平成 18 年時点現況図においては、
本区域は森林および原野とされている。同平成 30 年の計画構想図においても何ら変更
はなく、用途の転換は想定されていない。
土地利用の現状・変化がヤマネコに与える影響
行動圏内の環境がヤマネコの定住個体＊に好適と考えられる場合、行動圏内の土地
利用の現状を変更することは定住個体の生息に何らかの悪影響を及ぼすおそれがあり、
基本的には避けることが望ましい。特に森林および湿地の保全には留意される必要が
ある。
＊繁殖するのは定住個体だけと考えられている。
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また、以下のような土地利用（農業関係・観光関係）はヤマネコの定住個体の生息
地としての質を低下させ、最悪の場合、定住できない環境としてしまうことが懸念さ
れる。
・ 森林を伐採し、林冠を失ったオープンエリアが連続して広くできる場合
⇒休息、ハンティング、育仔など生活の場の喪失。特に定住メスの育仔に関する
コアエリアと重なる場合、小面積でも重大な影響が出る可能性がある（本区域
内のどこにコアエリアが位置するかは調査しない限り特定できない）。
・ 人の出入りが多い利用である場合
⇒メスの育仔行動の阻害、ハンティング機会の減少など
・ 湿地を乾燥化させる利用である場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少
・ 地形を変える利用である場合
⇒餌場である湿地環境、沢環境の喪失
・ 除草剤や農薬等がふんだんに利用される場合
⇒ヤマネコの餌動物の減少、ヤマネコ自身への悪影響
土地利用に当たって配慮すべき事項
1. 地形（海岸含む）を変更するような利用の仕方（道路設置等）は避ける。
2.

観光利用に際しては、狭い範囲に多くの人間が一度に訪れる、または少人数でもひっ
きりなしに訪れるような状況は避ける。特に沢沿いの利用に際してはこの点に留意する。
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西表島低地部のイリオモテヤマネコにとっての生態学的重要性

１ 概説
現在減少傾向にあるイリオモテヤマネコの個体群の保全のためには、生息状況が安定している
生息地は現状維持、不安定なところでは生息環境の回復をめざすべきであり、なかでも低地部に
ついては、
「これ以上の自然生態系の攪乱を起こさないための対策が必要である」と第４次総合調
査において提言されている（琉球大学 2008）。また、島の中で生息域の分断が起こらないような
状況の確保もあわせて重要である。
そこで、本基礎資料では、西表島の低地部について、地区ごとにイリオモテヤマネコにとって
の重要性を科学的根拠に基づいて記述する。
現在、島内の低地部において環境省によるモニタリング調査でイリオモテヤマネコの生息状況
が継続的に把握されているのは、大富前良地区、古見美原地区、北岸地区、船浦浦内地区、祖納
干立地区である。このうち定住個体が継続的に確認され、安定した状況にあることがわかってい
るのは船浦浦内地区と祖納干立地区のみであり、これらの地区の安定した状況を維持することは、
他地域を含む新規個体の加入をもたらす再生産の源となることからも重要である。
北岸地区は一部で環境劣化が見られ、交通事故リスクが高い。また、大富前良地区はかつて高
密度生息域であったが交通事故が多く、近年は農地整備による環境変化が原因と思われる行動圏
の空白も目立つようになった。さらに、環境保全への配慮がなされているとはいえ、大規模な道
路改修工事も進行中である。このように、北岸地区・大富前良地区ともヤマネコの生息状況とし
てはやや不安定である。古見美原地区については定住メスの継続的把握が近年十分ではないため
評価不足だが、隣接する美原集落側における農地整備等による環境変化の影響が考えられ、かつ
交通事故リスクも高いため、こちらも比較的不安定であることが推察される。これらの地区につ
いてはこれ以上の環境劣化を避けること、交通事故による消失を防ぐことが重要である。
その他の地区（ヨナラ野原地区、住吉地区、豊原地区、崎山半島地区、仲良地区、南岸地区）
については低地部における継続的モニタリングがなされていない。しかし、これまでの研究成果
より、崎山半島地区、仲良地区、南岸地区にもヤマネコの生存は確認されており、人為的な環境
変化が少ないことから比較的安定した状況にあることが推察される。一方、これらの地区では現
在観光利用が盛んになっており、今後の状況については予断を許さない。ヨナラ野原地区、住吉
地区、豊原地区はいずれも集落や耕作地を多く含むが、一部に好適環境が残っており、定住や繁
殖が確認されている例（豊原地区）、隣接地区からの定住個体の利用が及ぶ例（住吉地区）、放浪
個体の一時滞在場所として重要な湿地を含む例（ヨナラ野原地区）が見られ、現在ヤマネコに利
用されている環境の保全が重要である。
２ 背景
イリオモテヤマネコはネコ科としては世界最小の生息域に生息する種である。イリオモテヤマ
ネコは本来ネコ科が主に餌とする小哺乳類が限られるという小さな島の制約に対し、亜熱帯の多
様な動物相を利用した多様な食性という形質を獲得し、生存してきた。イリオモテヤマネコは現
在、住宅地や大規模耕作地等を除く島の全域に生息しているが、こうした食性の多様性という特
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性のために、多様な餌メニューを提供する多様な環境が存在する場所に高密度に生息する。西表
島ではそのような場所は標高 200m 以下（とくに 50m 以下）の低地部分にあたり、そのため、低地
部に高密度に生息していると考えられている。しかし、近年、その低地部で、環境の劣化・攪乱
が原因と考えられる生息数の減少が起こっており、
「（低地部は）これ以上の自然生態系の攪乱を
起こさないための対策が必要である（p143）」と提言されている（第４次総合調査）。現在減少傾
向にあるイリオモテヤマネコの個体群の保全のためには、生息状況が安定しているところは現状
維持、不安定なところは回復をめざすべきであり、なかでも低地部のこれ以上の攪乱は避けるべ
きである。
また、西表島という小さな島においてイリオモテヤマネコが種を維持するには、繁殖機会の確
保と島全体における遺伝的交流（空いた行動圏に新たに加入する放浪個体の移動）が妨げられな
いことがきわめて重要である。具体的にはこれ以上ヤマネコが定住できないエリアを広げないこ
と、低地部と内陸部それぞれにおいて、また、低地部と内陸部の間で、放浪個体の移動が妨げら
れないことである。定住メスの行動圏内で生息環境が損なわれ6、メスが定住できない空白地帯が
生じると、定住メスに自分の行動圏を重ねている定住オスの行動圏配置にも影響し、結果的には
オスもメスも定住できない空白エリアが生じる。さらに、この空白エリアが広がると、定住メス
がいないところには定住場所を探している放浪オスは誘引されてこないため、そのエリアへの放
浪個体の移動頻度の低下＝遺伝的交流の妨げになることが懸念される。
なお、西表島はその地理的位置と地史的背景から生物多様性が極めて高く、島に取り残されて
分化した固有種（亜種）、北限種などがさまざまな生物群に数多く見られ、そのなかには希少種も
数多く存在する。イリオモテヤマネコの生存を支えているのはこれらの西表島の生物多様性であ
り、一つの生態系としての西表島を、生態系の機能ごと守れなければヤマネコの生存もまた難し
い。イリオモテヤマネコ以外の分類群においても希少種を中心に情報をできるだけ集め、それら
への配慮を行うことで、健全な生態系の維持、ひいては生物多様性の保全をはかることが求めら
れる。生物多様性保全は地球温暖化防止とともに地球環境保全の主要課題とされており、2010 年
10 月には、名古屋で生物多様性条約第 10 回締約国会議が開催され、2020 年に向けて生物多様性
喪失の減速と回復に関する「愛知目標」が採択されている。日本が誇る生物多様性の島、西表島
における関係行政機関の積極的な取組みは、国際的にも注目を集めている。
＊【イリオモテヤマネコにとっての環境劣化の指標となる行動圏の配置】
イリオモテヤマネコには決まった場所に住み続ける定住個体と、定住場所を求めて放浪する放
浪個体がいることがわかっている。放浪個体は若い個体や年老いた個体であり、繁殖できるのは
定住個体だけと考えられている。ちなみに、第 4 次総合調査の推定生息数は繁殖可能な成熟個体
という意味で定住個体を対象としている。
イリオモテヤマネコのメスは、仔育てに必要な餌や巣などの資源を確保するために、良好な環
境に定住する。行動圏はなわばり的で、定住メス同士ではほとんど重ならない。また、定住メス
が死亡したりしていなくなると、行動圏の配置はほとんど変わらないまま、新しい個体が定住す
6

生息環境変化の影響は、育仔のための環境に強く依存するメスに最初に現れる。ただし、環境
変化の影響が現れるまでにはタイムラグがある。とくに、影響が現象的にはっきりとした形をと
るのは、たいていそのメスの世代交代時であると推測される。
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る。
イリオモテヤマネコのオスは、繁殖相手のメスを確保するために定住メスがいる環境に定住す
る。定住オスの行動圏内には１～２頭の定住メスの行動圏が含まれることが多い。また、定住オ
ス同士の行動圏はほとんど重ならない。オスはメスの定住状況で行動圏の配置を変えるが、定住
メスの状況が安定していれば、メスと同様に行動圏の配置も安定したまま、個体だけが入れ替わ
る。
環境省では、イリオモテヤマネコのこうした特性を利用し、これまでに把握した低地部分の行
動圏に基づいて行動圏の位置（たとえれば家）ごとにモニターし、定住個体の入れ替わりを把握
している。近年、メスの行動圏で、定住している個体がいない空白のもの（たとえれば空き家）
がいくつか見られるようになっている。これは環境の劣化が原因と考えられる。育仔のために環
境に強く依存するメスが定住できるか否かは、環境がイリオモテヤマネコの生存にとって良好に
保たれているかどうかの指標となると考えられる。
３ 地区ごとのイリオモテヤマネコにとっての生態学的重要性
低地部の地区区分は、島の東南部から大富前良地区、古見美原地区、北岸地区、船浦浦内地区、
祖納干立地区とした。これは環境省のモニタリング区分と一致させた。また、環境省によるモニ
タリングがなされていない低地部として、ヨナラ野原、住吉、仲良、崎山半島、南岸、豊原の各
地区がある（図Ⅰ-1）
。
西表島はイリオモテヤマネコにとって移動の障壁となると言われる傾斜角 20 度以上（梅村 2009）
の崖や急傾斜の地形が標高 200m のラインとほぼ一致する形で内陸部と低地部の境界を形成する
ように連なっており（図Ⅱ-1）、全体的に見ると台地上の地形をなしている。その中にあって低地
部分が比較的広いのは、島の北部（船浦浦内地区、住吉地区）と南東部（古見美原地区、大富前
良地区、豊原地区）であり、本来、島内でも特に良好な生息地であったことが推察される

図Ⅱ-1. 西表島における急傾斜地（傾斜角 20 度以上）の分布
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3.1 北岸地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
北岸地区では、1983 年より、環境省等
によって継続的にイリオモテヤマネコの
生 息 調 査 が 実 施 さ れ てい る （ 琉 球 大学
2008）。この地区では、インダ崎から高那
にかけて、定住個体の行動圏がほぼ切れ目
なく配置されていると推定されており（図
Ⅰ-3）、環境省のモニタリング等によって
定住個体の生息状況と、放浪個体の出現状
況が年間を通じて把握されている。

図Ⅱ-2.イリオモテヤマネコ定住個体の推定行動圏
（環境省平成 21 年度分科会資料より）．赤：メス、青：オス

近年、メスの行動圏には定住個体が確認
されない部分が 1 箇所生じているが、オス

に関しては若干の空白期間はあっても定住個体がほぼ継続的に生息していることが確認さ
れている（表Ⅱ-2）。一方で、交通事故による定住個体の消失が頻繁におこり、しばしば一
時的な行動圏の空白状態が生じていることが報告されている（琉球大学 2008）。
表Ⅰ-1．北岸地区における定住個体の入れ替わり （2000～2009年：環境省平成21年度分科会資料より抜粋）．
アルファベット数字は定住が確認されている個体の個体ID. 番号は行動圏の番号
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

①
未

W-089

未

未

W-099

W-099

W-099

2007

2008

W-099

W-099rk
→Wｰ129

②
♂

W-044m
W-045m

W-086

W-086d
→\W-089

W-089rk
W-118
W-118

③

①

北
岸

W-118

W-081
W-045m

W-081

未

未

W-106

W-052R?

W-106

W-106

W-106

W-106
W-125

W-110

W110MkUP

W-110R+k

W-110R+k

未

②
W-052

W-126

W-081d

W-052m

③

④

⑤

未

未

未

未

未

未

未

W-084rk
未

未

W
1
1
8

W-129

W-126

W
1
1
8

W-106m→

W-125rk
W-110R+Mko
→m
W-127R

W-130

W-127R+Mko

W-112rk

W-110
♀

2009

★注2

W-104rk

未

W-103rk

W-109
+k(MkUP)

未

W-109rk

Mko/UP

未

（W-119Jrk）

Mko

NMJ

NMJ?

未

未

Mko
未

（W-131Jrk)

赤字：メス ，青字：オス ，緑字：性別不明，オスの欄の緑字：放浪個体の可能性があるもの，または老齢定住個体が行動圏を離れて放浪したもの
未

調査未実施：自動撮影調査期間が５ヶ月未満

未

自動撮影はやっていたが個体が確認されなかった
自動撮影によって個体は確認されなかったにも関わらず，過去に繁殖メスの目撃があり，調査不十分の可能性がある

rk：交通事故死
m：消失
Mko：母仔ネコ目撃，J：仔ネコ確認（自動撮影，死亡等）の場合は定住メスがいるものとする
d：死亡確認 R:授乳痕確認, +k:仔ネコ確認（撮影・死亡）
MkUp：アンダーパス自動撮影にて母仔確認
注1：WLCポイントにメスが来ないのは99年以降野外ケージにてW-048が飼育されている影響が考えられるため，調査努力不十分とした
注2,3：調査不十分のポイントも含まれているが，過去の定住個体の出現状況から定住個体がいれば確認されるものとし，行動圏は空白とした
個体入れ替わりに伴う2年以下の重複は重複と見なさない
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＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性

クーラ川
西ゲーダ川
ゲーダ川

図Ⅱ-3. 北岸地区の生息環境

北岸地区では、海岸沿いの低地にかつての水田（約 50 年以上前～30 数年前までの耕作）
跡が多く散在しているが、これらはもともと自然の湿地林等であったものが水田として開
墾利用されたと推測されるものである。開墾・耕作により林冠が消失し、人の出入りによ
る攪乱も生じたが、その多くは開墾の規模が小さいために、耕作当時からヤマネコの餌場
として機能していたと推測される。また、ある程度面的規模が大きいものについても、現
在は周辺部分からかなり森林が回復しており、現在これらの湿地・湿地林はヤマネコの餌
動物が生息する場として好適環境となっていると考えられる。環境に強く依存すると考え
られる定住メスの行動圏はこれらの湿地を中心に配置しているものと考えられている。ま
た、ホーラ川、ユツン川、ヨシケラ川、大見謝川、ゲーダ川、西ゲーダ川、クーラ川、ナ
ダラ川といった、ヤマネコの餌場や移動経路として重要な中・小河川も多い（図Ⅰ-4）。
北岸地区は、イリオモテヤマネコにとって移動の障壁となる崖が比較的海岸近くまで接
近しており、かつほぼ連続しているため（図Ⅱ-3）
、生息可能な低地部の幅が狭く、定住個
体の行動圏の配置は崖のふもとから海岸沿いにかけての範囲に制限される。そのため、同
じく海岸沿いを走る幹線道路は行動圏を縦走する形となり、ヤマネコの道路横断や道路の
積極利用のために交通事故のリスクが極めて高い。さらに、崖を挟んだ低地部と内陸部を
結ぶ移動経路は沢沿いのごくわずかで、ほとんど分断していると考えられる。このため、
低地部における放浪個体の移動も崖下～海岸の狭い範囲に制限されるものと考えられる。
こうした地形的特徴による移動の制限は、この地区で定住個体が交通事故や老衰等で死亡
した場合に、しばしば新しい定住個体の加入が遅れる要因となっていると考えられる。

92

基礎資料編－北岸地区
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
北岸地区は前述したように移動の障壁となる崖が海岸近くまで迫っているという地形的
特徴のために、遺伝的交流をもたらす放浪個体（新規加入個体）の移動ルートの選択肢が
少ない。たとえば、低地部では定住個体の行動圏は、オスもメスも（オスはメスに重なる
形で）海岸にそって 1 頭ずつ横並びになる形で配置しているが、低地部における放浪個体
の移動経路もこの範囲に制限されると考えられる。このため、この地区では低地部におけ
る生息環境劣化による影響がたとえ定住メス１～２頭分であったとしても、低地部の移動
経路内にメスのいない空白エリアが生じることとなり、結果として放浪オスが誘引されに
くくなるため、低地部内の遺伝的交流の頻度を下げる結果にもなりかねない。北岸地区で
は、現在の環境が十分に保全され、ヤマネコの定住個体の生息が確保される必要がある。
県道拡幅整備等により懸念されている乾燥化の進行などといった新たな生息環境の劣化の
中で、かつての耕作放棄地における湿地林が回復しつつある状況を維持することは重要で
ある。その他、現在の湿性環境（湿地・湿地林、河川など）の保護等の施策によって、定
住個体（とくにメス）にとっての好適環境の保全に努めることが望まれる。
また、北岸地区は低地部の環境保全に加えて、現在多発している交通事故への対策も重
要である。交通事故による定住個体の消失と分布空白地帯の出現は、生息環境が劣化した
場合と違って一時的なものだが、繁殖機会の減少や移動頻度低下を招くことが考えられる。
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3.2 船浦浦内地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
船浦浦内地区では、1983 年より、環境省等によって継続的にイリオモテヤマネコの生息調
査が実施されている（琉球大学 2008）。
この地区では、行動圏の空白（実際には２つあった行動圏が１つ
になったので行動圏の消失）が 1 箇所起こっている。これは、地区
の東側（船浦側）で、定住メスの行動圏内において育仔に関する重
要な環境が消失したためと考えられる。それ以外では一定の行動圏
がほぼ維持され、定住個体が確認されている（図Ⅱ-4、表Ⅰ-2）。
定住メスは船浦側にいるものの他に、継続的なモニターには成功し
ていないが、浦内側（西側カトゥラ水田付近）にもいることが、母
仔の目撃情報から推察されている（H20, 21 分科会資料）。定住オ
図 Ⅱ-4.イリオモテヤマネコ
定住個体の推定行動圏
（環境省平成 21 年度分科会
資料より）．赤：メス、青：オス

スはおもに船浦側を利用する個体と、おもに浦内側を利用するが、
しばしば船浦側にも現れる個体の 2 個体がいる。

表Ⅰ-2．船浦浦内地区における定住個体の入れ替わり （2000～2009年：環境省平成21年度分科会資料より抜粋）．
アルファベット数字は定住が確認されている個体の個体ID. 番号は行動圏の番号
2000
①

W-061

2001

2002

W-061m→

2003

2004

W-107

W-107

2005
W-107m→

2006

2007

2008

2009

W-101

W-101

W-101

W-101

W-113

W-113

W-113

W-113

W-128

W-128

Mko

未

W-101

♂
②

W-053

W-079rk

W-101

W-101

W-101→
W-113

船
浦
浦
内

①

♀

W-068R

W-068R

W-068R

W-068R

W-068R

W-068

W-068m

未

未

未

未

未

未

未

②

③

Mko

赤字：メス，青字：オス，緑字：性別不明，オスの欄の緑字：放浪個体の可能性があるもの，または老齢定住個体が行動圏を離れて放浪したもの
未

調査未実施：自動撮影調査期間が５ヶ月未満

未

自動撮影はやっていたが個体が確認されなかった
自動撮影によって個体は確認されなかったにも関わらず，過去に繁殖メスの目撃があり，調査不十分の可能性がある

rk：交通事故死
m：消失
Mko：母仔ネコ目撃，J：仔ネコ確認（自動撮影，死亡等）の場合は定住メスがいるものとする
d：死亡確認 R:授乳痕確認, +k:仔ネコ確認（撮影・死亡）
MkUp：アンダーパス自動撮影にて母仔確認
注1：WLCポイントにメスが来ないのは99年以降野外ケージにてW-048が飼育されている影響が考えられるため，調査努力不十分とした
注2,3：調査不十分のポイントも含まれているが，過去の定住個体の出現状況から定住個体がいれば確認されるものとし，行動圏は空白とした
個体入れ替わりに伴う2年以下の重複は重複と見なさない

＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性
船浦側（地区東側）の南半分は、船浦湾周辺に広がるマングローブ林とその後背湿地林、
及び浦内川支流のウタラ川周辺に広がる低湿地林など、いずれもイリオモテヤマネコにとっ
て好適な環境が発達している。また、標高差の少ない低地部の中でも小さな沢や小さな尾根
が入り組む地形となっており、それにともなって植生環境がモザイク的に入り組んでいて、
多様な餌動物の生息場所や、ヤマネコの休憩場所、育仔場所といった重要な環境を創出して
いる。一部に耕作地も存在するが、地形の変更がほとんどないため、良好な状態で残された
谷部をヤマネコが利用していることがわかっている（Okamura 2002 ）。この地区における調
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査で、定住メスには行動圏内に重要な育仔資源（コアエリア）が存在することが初めて明ら
かになった（Okamura 2002）。
一方で、船浦側の北側には、集落や大規模な土地改良地区（1986～2000 年事業）が存在し、
ほぼ一面開放空間となっている。この部分ではヤマネコの利用はほとんど期待できないが、
後背部の森林は良好に保たれている。

図Ⅱ-5. 船浦浦内地区の生息環境

浦内側では、ウタラ川周辺に広がる低湿地林、浦内川右岸河口域に広がるマングローブ林
とその後背湿地林、同じく浦内川の支流にあたるカトゥラ水田に引水している沢と、カトゥ
ラ水田及びその周辺に広がる湿地が、ヤマネコにとって好適な環境といえる。特にカトゥラ
水田は、引水している沢に向かって森林に細長く入り込んでおり、林縁が近いためにヤマネ
コがアクセスしやすい。また、これらの沢の一つはその上流がウタラ川流域につながる分水
嶺となっているため、カトゥラ水田の利用頻度は高いことが推察される（図Ⅱ-5）。また、移
動の障壁となる急傾斜地も一部に限られるため、内陸部との交流も期待できる。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
船浦浦内地区は、土地利用による育仔資源の消失によって定住メスの行動圏が船浦側で１
つ消失した他は、環境の変化がほとんどない。
また、船浦側は県道から離れているため、定住メスで交通事故が発生した記録がない。浦
内側はかつてカトゥラ水田南の県道～浦内橋までの間で交通事故がたびたび発生していた
が（1984～1994 年までの 10 年間で 4 件）、
1994 年以降は 2001 年に１件発生したのみ（2009
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年現在までの 15 年間で 1 件）である。交通事故リスクも比較的低い7。
現在ヤマネコの生息状況が安定しているこの地区は現状維持が特に重要である。生息中心
地内に安定した生息環境を確保することは、そこが再生産の源となることからも重要である。

7

ピナイサーラへのエコツアー利用が集中するなか、ヤマネコ行動圏内の農道の車両利用が増加して
おり、今後は交通事故の懸念もある。
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3.3 祖納干立地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
祖納干立地区では、1996 年より、環境省等によって継続
的にイリオモテヤマネコの生息調査が実施されている（琉
球大学 2008）。
この地区では、土地改良水田のある美田良付近で近年定
住個体が確認されていないが、それ以外では継続して定住
個体が確認されており、定住個体の入れ替わりもスムーズ
で、安定した生息状況が保たれている（図Ⅱ-6、表Ⅰ-3）。
図Ⅱ-6.イリオモテヤマネコ定住個体の
推定行動圏
（環境省平成 21 年度分科会資料より）．
赤：メス、青：オス

また、定住メスに頻繁に繁殖が確認されていることからも
（表Ⅰ-3）
、良好な生息環境が維持されていることが推察さ
れる。モニタリングが実施されていない県道の北側の半島
部分にも定住メスがいることが推察されている（西
表野生生物保護センター私信）
。

表Ⅰ-3．祖納干立地区における定住個体の入れ替わり （2000～2009年：環境省平成21年度分科会資料より抜粋）．
アルファベット数字は定住が確認されている個体の個体ID. 番号は行動圏の番号
2000
①

2001
W-077

2003
W-108

2004

②

①

W-049

W-054

♀
②

W-049

W-049m

W-054R

W-054Rm

W-087

W-087R+k

2005

W-108

W-098

♂

祖
納
干
立

2002
W-077m

W-108

2006

2007

2008

2009

W-120

W-120

W-120

W-120

W-108

W-108

W-108

W-108d

W-122

W-122

W-122

W-087

W-087

W-087

★注3

W-087R

W-087R

W-087

W-087R

W-060

赤字：メス，青字：オス，緑字：性別不明，オスの欄の緑字：放浪個体の可能性があるもの，または老齢定住個体が行動圏を離れて放浪したもの
未

調査未実施：自動撮影調査期間が５ヶ月未満

未

自動撮影はやっていたが個体が確認されなかった
自動撮影によって個体は確認されなかったにも関わらず，過去に繁殖メスの目撃があり，調査不十分の可能性がある

rk：交通事故死
m：消失
Mko：母仔ネコ目撃，J：仔ネコ確認（自動撮影，死亡等）の場合は定住メスがいるものとする
d：死亡確認 R:授乳痕確認, +k:仔ネコ確認（撮影・死亡）
MkUp：アンダーパス自動撮影にて母仔確認
注1：WLCポイントにメスが来ないのは99年以降野外ケージにてW-048が飼育されている影響が考えられるため，調査努力不十分とした
注2,3：調査不十分のポイントも含まれているが，過去の定住個体の出現状況から定住個体がいれば確認されるものとし，行動圏は空白とした
個体入れ替わりに伴う2年以下の重複は重複と見なさない

＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性
祖納干立地区では、浦内川の下流～河口域にかけて川沿いに広大なマングローブ林、その
後背部に湿地林が広がっている。また、浦内川以外にも、ヨナダ川、アラバラ川、ミダラ川
といった小さな河川が流れている。うち、ヨナダ川河口域にも比較的広範囲にマングローブ
林が発達している。浦内川左岸側の県道沿いには休耕田からなる湿地がかなりまとまった面
積で広がっている（図Ⅱ-7）。これらは、浦内川やヨナダ川流域のマングローブ林の後背湿
地林が開墾されて、水田とされた跡であることが推察される。これらの湿地の一部は現在も
水田として耕作されているが、美田良水田のような土地改良は行われておらず、人為的な引
水、排水の規模は小さいため、本来の湿地の機能が大部分維持されているものと考えられる。
すなわち、これらの湿地林・湿地・水田はいずれも、イリオモテヤマネコの餌動物を豊富に
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産出する環境であることが考えられる。一方、この地区の湿地は少なくとも約 50 年前まで
はほとんど全域が水田として耕作されており（1962 年国土地理院航空写真より）
、現在も森
林はほとんど発達しておらず、林冠のないオープンエリアとなっている。森林性のヤマネコ
にとって、オープンエリアは一般に利用しにくい環境であるが、この地区のオープンな湿地
はいずれも細長い形状をしているために林縁からの距離が比較的近く、アクセスしやすいと
いう点で、こうした湿地もヤマネコの餌場としては重要であることが推測される。実際、こ
の地区のオープンな湿地で、痕跡や目撃、ラジオトラッキングによる利用が確認されている
（琉球大学 2008; 西表野生生物保護センター私信）
。こうしたヤマネコにとって好適な環境
である湿性環境の多さが、この地区の定住個体の安定した生息状況と、定住メスの安定した
繁殖を支えていることが推察される。また、移動の障壁となる急傾斜地にもほとんど面して
いないため、内陸部との交流も期待できる。

図Ⅱ-7. 祖納干立地区の生息環境

＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
船浦浦内地区とならんで祖納干立地区は、環境の変化がなく、交通事故リスクも比較的低
く、良好な生息状況が維持されていると言える。前述したように、船浦地区とならんでほぼ
安定した生息状況が維持されていると思われる数少ない低地部域である。現在ヤマネコの生
息状況が安定しているこの地区は現状維持が特に重要である。また、生息中心地内に安定し
た生息環境を確保することは、そこが再生産の源となることからも重要である。。
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3.4 古見美原地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
古見美原地区では、1990 年より、環境省等によって
継続的にイリオモテヤマネコの生息調査が実施されて
いる（琉球大学 2008）。
この地区では環境の状態が良ければ、定住オス 2 頭、
定住メス 3 頭が生息できることが推測されている（図Ⅱ
図 Ⅱ-8.イリオモテヤマネコ定住個体の
推定行動圏
（環境省平成 21 年度分科会資料より）．
赤：メス、青：オス

-8）。しかし、定住オスについては継続的に把握されて
いるものの、定住メスについては当初 2 頭把握（残る 1
頭分は調査域になかったために未把握）されていたもの
が、1999 年からは 1 頭となり（琉球大学 2008）、2002

年以降は継続的な把握に成功していない。ここ数年は目撃情報により少なくとも定住メス 1
頭の生息は確実で、調査努力不足の側面も否めないが、行動圏①と③にみられるメスの空白
のうち①は交通事故死が原因であり、かつ空白期間も長い（表Ⅰ-4）。こうした現象には環
境変化の影響が考えられる。交通事故リスクの高さと環境の変化の両面から、かつては最も
高密度の生息地とされたこの地区は（自然環境研究センター 1994）、現在は若干不安定な
状態にあることが推測される。

表Ⅰ-4．古見美原地区における定住個体の入れ替わり （2000～2009年：環境省平成21年度分科会資料より抜粋）．
アルファベット数字は定住が確認されている個体の個体ID. 番号は行動圏の番号
2000
①

2001

2002

2003

2004

E-033

E-033

E-033

E-033

E-033

未

未

未

未

未

E-018

E-018

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

E-032d

未

未

♂
②

古
見
美
原

①

♀

②

③

2005
E-033m

★注１

E-067
未
未

2006

2007

2008

2009

E-067

E-067

E-067d

E-087

E-074

E-074

E-074

E-074

E-077

E-077rk
Mko

未

（E-073Jｒｋ）
Mko

Mko

赤字：メス，青字：オス ，緑字：性別不明，オスの欄の緑字：放浪個体の可能性があるもの，または老齢定住個体が行動圏を離れて放浪したもの
未

調査未実施：自動撮影調査期間が５ヶ月未満

未

自動撮影はやっていたが個体が確認されなかった
自動撮影によって個体は確認されなかったにも関わらず，過去に繁殖メスの目撃があり，調査不十分の可能性がある

rk：交通事故死
m：消失
Mko：母仔ネコ目撃，J：仔ネコ確認（自動撮影，死亡等）の場合は定住メスがいるものとする
d：死亡確認 R:授乳痕確認, +k:仔ネコ確認（撮影・死亡）
MkUp：アンダーパス自動撮影にて母仔確認
注1：WLCポイントにメスが来ないのは99年以降野外ケージにてW-048が飼育されている影響が考えられるため，調査努力不十分とした
注2,3：調査不十分のポイントも含まれているが，過去の定住個体の出現状況から定住個体がいれば確認されるものとし，行動圏は空白とした
個体入れ替わりに伴う2年以下の重複は重複と見なさない

＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性
古見美原地区は、比較的なだらかな山裾が広がる地形のなかに、シイラ川、フカリ川、ア
イラ川が同じ湾内に流れ込み、それぞれの川の下流部から湾奥にかけて広いマングローブ林、
その後背部にあたる湿地林が広がっている。また、こうした湿地を利用した水田耕作もさか
んである。これらの水田は土地改良が行われておらず、人為的な引水、排水の規模は小さい
ため、本来の湿地の機能が大部分維持されているものと考えられる。すなわち、これらの湿
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地林・湿地・水田はいずれも、イリオモテヤマネコの餌動物を豊富に産出する環境であるこ
とが考えられる。また、この地区の水田はいずれも細長い形状をしているために林縁からの
距離が比較的近く、アクセスしやすいという点で、ヤマネコの餌場としては重要であること
が推測される。実際、この地区の水田で、痕跡や目撃、ラジオトラッキングによる利用が確
認されている（琉球大学 2008; Okamura 2002; 西表野生生物保護センター私信）
。こうし
たヤマネコにとって好適な環境である湿性環境の多さが、かつてのこの地区の高密度生息状
況（自然環境研究センター 1994）を支えていたことが推察されるが、一方で、隣接するヨ
ナラ野原地区での牧場拡大が、定住メスの確認数の減少になんらかの影響を及ぼしている可
能性がある。また、交通事故のリスクも比較的高く、これまでにも定住メスの加入が遅れる
などの現象が確認されている（H20, 21 分科会資料より）。移動の障壁と考えられる急傾斜
地は奥まった位置にあるが、ほぼ連続しているため、内陸部との交流はある程度制限される
かもしれない。

図Ⅱ-9. 古見美原地区の生息環境
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＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
古見美原地区は、内陸部との移動の障壁と考えられる急傾斜地が奥まった位置にあり、低
地部分が広い。また、湿地環境が豊富で、1990 年代まではヤマネコの高密度生息地であった
（琉球大学 2008; 自然環境研究センター 1994 ）。隣接する地区でのオープンエリア拡大の
影響を受けている可能性はあるが、地区内の環境の変化は少ないので、この環境を維持し、
交通事故リスクを軽減することで、良好な生息状況回復につなげることが重要である。この
地区のリスク軽減は、生息中心地内の安定した生息環境の確保につながり、特に低地部にお
ける再生産の源として重要である。
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3.5 大富前良地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
大富前良地区では、1983～1984 年の総合調査の際と、
1991 年以降ほぼ継続的に、環境省等によってイリオモテヤ
マネコの生息調査が実施されている（琉球大学 2008）。
この地区では環境の状態が良ければ、定住オス 2 頭、定住
メス 3 頭が生息できることが推測されている（図Ⅱ-10）。
しかし、定住オスについてはほぼ継続的に把握されている
図Ⅱ-10.イリオモテヤマネコ定住個体の
推定行動圏
（環境省平成 21 年度分科会資料より）．
赤：メス、青：オス

ものの、定住メスについては当初 3 頭把握されていたもの
が、2003 年からは 2 頭となり（琉球大学 2008）、その後も
1～2 頭しか確認されていない。特にメスの行動圏②につい
ては 2006 年以降確認がないままである（表Ⅰ-5）。こうし

た現象には行動圏に隣接する部分の土地改良等、土地利用形態の変化を含む環境変化の影響
が考えられる。この地区にはかつて最も来訪個体が多い箇所のひとつであったモニタリング
ポイントがあり、放浪個体も含めて高密度生息域であった時期があった（環境省・林野庁
2005）
。また、島内で最も交通事故が集中したエリアが含まれており（環境省・林野庁 2005）、
時に路上出現頻度が異常に高くなるなど（環境省・林野庁 2003、2005）、交通事故リスク
も潜在的に高い。原因は、低い尾根と湿地が入り組んだ、ヤマネコが特に好む多様な環境が、
道路沿いに構成されていることによる。現在は大規模な道路改修工事が実施中で、モニタリ
ングポイントへの来訪率も路上目撃頻度も下がっているが、今のところ工事が原因と考えら
れる行動圏の空白はない（環境省平成 21 年度分科会資料）
。しかし、この工事が交通事故対
策及び環境保全に配慮されたものであるとはいえ、工事に伴う環境変化は必至であり、今後
のヤマネコの生息状況には注視する必要がある。
表Ⅰ-5．大富前良地区における定住個体の入れ替わり （2000～2009年：環境省平成21年度分科会資料より抜粋）．
アルファベット数字は定住が確認されている個体の個体ID. 番号は行動圏の番号
2000

2001

2002

①
E-030
♂

大
富
前
良

E-034d
→E-041

♀

②

③

2004
E-030

E-060

E-060

E-049

E-049rk

E-030

E-030

未

E-049

E-041

E-041m

E-040

E-040R

E-040R?

E-040

E-039R

E-039R?

E-039R

E-039R

2005

2006

2007

2008

2009

E-060

E-060

E-060

E-060

E-072

E-072m

E-82

E-82

E-083R
+k(E-084Jd)

E-083

(幼獣目撃）

幼獣きょうだい
目撃

E-030d
E-060

②

①

2003
E-030

E-036

E-040m

E-064d
E-039m

NMJ

未

赤字：メス，青字：オス，緑字：性別不明，オスの欄の緑字：放浪個体の可能性があるもの，または老齢定住個体が行動圏を離れて放浪したもの
未

調査未実施：自動撮影調査期間が５ヶ月未満

未

自動撮影はやっていたが個体が確認されなかった
自動撮影によって個体は確認されなかったにも関わらず，過去に繁殖メスの目撃があり，調査不十分の可能性がある

rk：交通事故死
m：消失
Mko：母仔ネコ目撃，J：仔ネコ確認（自動撮影，死亡等）の場合は定住メスがいるものとする
d：死亡確認 R:授乳痕確認, +k:仔ネコ確認（撮影・死亡）
MkUp：アンダーパス自動撮影にて母仔確認
注1：WLCポイントにメスが来ないのは99年以降野外ケージにてW-048が飼育されている影響が考えられるため，調査努力不十分とした
注2,3：調査不十分のポイントも含まれているが，過去の定住個体の出現状況から定住個体がいれば確認されるものとし，行動圏は空白とした
個体入れ替わりに伴う2年以下の重複は重複と見なさない
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＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性

図Ⅱ-11. 大富前良地区の生息環境

大富前良地区は、比較的なだらかな山裾が広がる地形のなかに、マイラ川、赤井田川、後
港川、仲間川が流れており、それぞれの川の下流部から河口部にかけて広いマングローブ林、
その後背部にあたる湿地林が広がっている。また、後港川の上流部と仲間川支流に挟まれた
大富林道周辺や、仲間崎半島東岸からマイラ川にかけての海岸沿い低地部にも湿地林が多い。
特に、後港川の上流部は小さな沢が入り組んだ複雑な水系を形成しており、湿地が豊富であ
る。この地区では、かつては湿地を利用した水田耕作がさかんであったが、現在水田利用は
一部を除いて行われていない。しかし、こうした水田跡の湿地はいずれもイリオモテヤマネ
コの餌動物を豊富に産出する環境であることが考えられる。また、この地区は移動の障壁と
考えられる急傾斜地にはほとんど面していないため、内陸部との交流が期待できる。
マイラ川から南 1km ほどの区間は、低い尾根と湿地が入り組んで、ヤマネコが特に好む、
多様な植生がモザイク状となった島内でも特異な環境が形成されている。こうしたヤマネコ
にとって好適な環境の多さは、少なくとも 2005 年まではこの地区の高密度生息状況（表Ⅰ
-5）を支えていたことが推察される。実際、この地区の湿地や沢を中心に、ラジオトラッキ
ングによってヤマネコの利用が確認されている（琉球大学 2008；西表野生生物保護センタ
ー私信）。一方で、幹線道路を挟んで両側にヤマネコの好適環境が広がる状態は、ヤマネコ
の路上出現と交通事故リスクを増大させた。マイラ川から南 1km ほどの区間は、周辺での
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道路工事が盛んになる前までは、島内で最も交通事故が多いエリアだった。
仲間川下流左岸の大富集落と、その後背地から仲間崎半島の西半分にかけては、大規模な
土地改良が行われてほぼ一面開放空間となっている。これらの開放空間にはヤマネコは定住
できない。また、かつてヤマネコのメスが定住していた仲間崎半島の北東側の農園には、近
年定住メスが確認されていない。この地区は 1972 年～1979 年、1987 年～2003 年、2004
年～2007 年とほ場整備や土地改良事業があちこちで行われ、また農園の利用（おもにパイ
ン栽培やマンゴーのハウス栽培）も近年活発となっている。長期にわたって継続中のこうし
た環境改変は、ヤマネコの生息状況に何らかの影響を与えている可能性がある。さらに、仲
間崎半島の北東側農園付近から赤井田川にかけて、現在、橋梁設置を含む大規模な道路改修
工事が実施中で、ヤマネコの行動に影響が出ている可能性が指摘されている（H20, 21 分科
会資料）。
こうした開放空間のなかにあって、後港川沿い河畔林を含む一部にコリドー状に森林が残
っている。このコリドー状の森林は、老齢個体が利用していた例が、ラジオトラッキングに
より確認されており（琉球大学 2008）、老齢個体や放浪個体などの弱い個体にとっては残
存林も重要な存在であることが推察される。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
大富前良地区は、内陸部との移動の障壁と考えられる急傾斜地にはほとんど面しておらず、
湿地環境を多く含む低地部分が広いなど、本来はヤマネコにとってひじょうに好適な生息地
であったと思われる。しかし、現在は、過去の大規模土地改良に加え、現在進行中の小規模
な農地拡大や大規模な道路工事による環境改変など、人間の生活域の拡大の影響を今まさに
受けつつある地区と言える。環境変化のヤマネコへの影響は遅れて出てくると考えられるた
め（琉球大学 2008）、今後もヤマネコの生息状況にはさらなる変化がおこる可能性がある。
ヤマネコの生息状況変化を注視するとともに、ヤマネコにとって好適な環境を保全し、かつ、
開放空間の中にも利用できるようなコリドーを残すこと、加えて交通事故リスクを軽減する
ことで、これ以上の生息状況悪化をくい止め、回復につなげる必要がある
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3.6 ヨナラ野原地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
ヨナラ野原地区では第二次特別調査の際の行動圏調査（オス成獣だが定住個体であったか
どうかは不明）と、分散期の亜成獣オスの行動圏調査以外イリオモテヤマネコのモニタリン
グが継続実施されたことはない（環境庁 1985; 自然環境研究センター 1994）。低地部の多
くは水田や牧場などの開放空間で、面積が広く、森林からの距離が遠いため、これらの開放
空間でのヤマネコの定住は難しいものと推察される。ただし、耕作地の後背森林は内陸部の
森林と連続しており、ヤマネコの定住は可能であると考えられ、林縁部や、開放空間に残存
する森林の利用は一部で可能であると考えられる。また、放浪個体と思われるヤマネコは開
放空間においてもしばしば目撃されており（環境庁・林野庁 1996,1998,1999,2000; 環境省・
九州森林管理局 2001,2003,2005; 西表野生生物保護センター私信）、残存する森林などを介し
て湿地等で餌を得るなど、一時的な滞在場所として利用していること、また、移動経路とし
て重要であることが推測される。
＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性
図Ⅱ-12. ヨナラ野原地区の生息環境

ヨナラ原と呼ばれる広大な湿地が美原集落から県道を挟んだ海側に広がっている。ここは
少なくとも 1945 年にはほぼ全面的に水田として利用されており（米軍撮影航空写真）、そ
の後も一部は休耕田となっているが現在まで継続的に水田として利用されている。両岸を擁
壁に囲まれたヨナラ川にかろうじて残っている河畔林を除くと、海岸林まではほとんど森林
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がない開放空間であり、ヤマネコの定住個体が恒常的な餌場として利用することはあまり期
待できない（図Ⅱ-12）。しかし、時にコハクチョウやソデグロヅルといった迷鳥が長期滞在
する（西表野生生物保護センター私信）ことでも、湿地として豊かな生物相を育む機能は維
持されていることが推察される。こうした機能は、ヤマネコの放浪個体が一時的に滞在する
場合にも、重要な役割を果たすことが期待できる。また、かつて行動圏調査がなされたオス
成獣についても、こうした水田や水田跡をよく利用していたことがわかっている（第二次報
告書）。
ヨナラ原の県道を挟んで山側は放牧場や圃場整備された耕作地が広がっており、ヨナラ原
の北東側の野原崎にかけての一帯は放牧場が広がっている。圃場整備された土地以外は、か
つて水田として利用されたくぼ地等も存在するが、それらも現在は放牧地となっている（図
Ⅱ-12）。こうした乾燥した開放空間は、ヤマネコにとってはあまり生存に適さない環境とな
っている。しかし、圃場整備された土地を除くと林がわずかに残っている部分があり、海岸
林と耕作地後背森林をつないでいる。このような残存林はとくに放浪個体の移動経路として
利用可能であることが考えられる。また、海岸沿いに細々ながら連続している海岸林や、耕
作地後背地の森林もそれぞれ移動経路として重要であることが推察される。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
低地部に広大な開放空間が広がるため、ここでは低地部の定住個体分布の連続性が途切れ
ている可能性が高いと推察される。ただし、北岸地区と異なり、南側は内陸部との間の移動
の障壁（急傾斜地・崖地）が奥まっているので、耕作地後背地の山すそには定住個体がいる
ことが推察されるため、放浪個体の移動動機が損なわれるような空白地帯ではないと考えら
れる。また、移動経路には内陸部同士のものと、低地部内すなわち開放空間の後背部に広が
る低地森林と、開放空間の前縁部に海岸林といった複数の選択肢があり、さらに、開放空間
に残存する林が開放空間前縁部の海岸林と後背森林とを連結させている。また、残存林があ
るために、開放空間である湿地も一時的なえさ場として利用できる状況にある。とくに、北
岸と古見美原といった、定住個体が常時高密度に確認されている地区に挟まれた位置にあっ
ては、これらの地区から追い出された放浪個体の一時滞在場所として重要な環境にあること
が推察される。この地区におけるヤマネコ放浪個体の移動及び一時滞在の確保は、遺伝子の
交流の確保という意味で重要である。また、ヨナラ原に広がる湿地（水田など）は面積が大
きく、湿地の機能も維持されており、西表島生態系における湿性環境としての役割という面
でも影響は大きいものと推察される。
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3.7 崎山半島地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
過去には痕跡調査（環境庁 1985;自然環境研究センター 1994;阪口・村田 1988；池原・
宮城 1985）、過去～現在までの目撃・死亡個体回収情報（阪口ら 1989；伊澤ら 1994；環境
省・林野庁 2005）、近年においては自動撮影調査（伊澤私信）によって、半島のほぼ全域で
イリオモテヤマネコの生息が確認されており、繁殖情報もあるため、定住個体の存在はほぼ
確実である（大橋 2005; 環境省イリオモテヤマネコ保護増殖分科会平成 21 年度資料）。し
かし、行動圏調査は行われたことがない。急斜面が多く、低地部が少ないため、半島全体の
個体数密度としては低地部の１／２と推定されているが（第 3 次、4 次総合調査：自然環境
研究センター 1994; 琉球大学 2008）、今後の詳細な調査が待たれるところである。
＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性

図Ⅱ-13. 崎山半島地区の生息環境

過去には半島内に４つの集落が存在したが、戦前・戦後に相次いで廃村となり、現在は舟
浮集落を残すのみである。急斜面が多く、低地は狭いが、小さな水系は豊富であり、かつて
の水田跡などの湿地も多い。牧として利用されていた草地がサバ崎半島や崎山村後背地にあ
ったが、現在はほとんど森林が再生している（図Ⅱ-13）。道路がないために交通事故がなく、
また、近年観光入域客が多い舟浮周辺を除くと、人為的な撹乱がほとんどないという意味で、
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良好な生息状況が保たれていると推察される。半島の付け根が急傾斜地及びクイラ川で分断
されているという地形的特性があるが、これがイリオモテヤマネコの移動にとってどれほど
の妨げとなっているかは、クイラ川下流部の干潟やクイラ川沿いに沿った移動経路も考えら
れるため、わからない。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
崎山半島におけるヤマネコの生息密度はほかの低地部と比べると高くはないと考えられ
ているが、今のところ一部地域を除いて人為的影響をほとんど受けないという意味で、ヤマ
ネコが安定した社会を維持することができる数少ない地区のひとつである。
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3.8 豊原地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
琉球大学・林野庁の共同研究による自動撮影調査、及び環境省によって収集されている目
撃情報により、ヤマネコの定住と繁殖が確認されている。行動圏配置については調査された
ことがないため不明であるが、少なくとも森林が山から海まで連続している部分ではヤマネ
コの仔ネコや母仔が目撃されたことがあるので、定住メスの行動圏に含まれていると推測さ
れる（西表野生生物保護センター私信）。耕作地の後背森林は比較的緩斜面であるのでヤマ
ネコの定住が可能であり、耕作地の間に存在する林を通って発達した海岸林を利用している
ことも、時に耕作地付近でヤマネコが目撃されることから推察される。
＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性

図Ⅱ-14. 豊原地区の生息環境

この地区は耕作地や住宅地を多く含む割には、海岸部に比較的良好な状態に保たれた海岸
林が残されており、そこにはヤマネコの餌として重要なキシノウエトカゲが生息・繁殖して
いる（西表野生生物保護センター、太田私信）。また、そのほかにも餌場として重要な小河
川がいくつか海岸林に至っている。開放空間の後背部には小規模だが大原川の集水域となっ
ている森林や、仲間川支流の集水域もひろがっており、良好な生息環境であることが推察さ
れる。ヤマネコにとって特に重要な環境と思われる、仲間川集水域等内陸部に至る森林が海
岸まで幅広く連続する部分が存在していたが、2010 年 6 月頃より伐採が進み、現在はコリ
ドー状に残された状態である。また、南風見田の浜海岸林の後背地は現在耕作地、採草地、
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放牧場などの開放空間となっているが、少なくとも 1962 年までは大部分が水田として利用
されており、良好な湿地であった。これらの環境ではかつてより乾燥化は進んでいるが、湿
地的な環境が残っている部分についてはヤマネコの餌動物の産出に貢献しているものと思
われる。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
西表島南側の緩斜面域はそのほとんどが土地改良区を含む広い耕作地や宅地となってお
り、西表島南岸緩斜面を代表する本来の海岸林として特徴的なハスノハギリ群落は少なくな
っているが、そのなかでも山から海岸まで自然林が連続している部分が残っているのはこの
地区にしかなかった。2010 年 6 月以降には伐採により分断してしまったが、地形は大きく
変わっておらず、再び元の状態に戻すことは可能である。西表島を代表する植生をヤマネコ
が利用するという本来の形を残す意味で、この地区の植生を再生・保全することは重要であ
る。
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3.9 住吉地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
半島北部におけるイリオモテヤマネコの定住は確認されていない。しかし、半島の付け根
部分（中野郊外～トドゥマリ浜周辺）は船浦浦内地区の定住オスの行動圏に含まれていると
考えられる（琉球大学 2008）。さらに、祖納干立地区の定住オスが高齢化のため放浪して浦
内集落北に現れたことがある（H21 年度分科会資料より）。目撃情報から、浦内川河口トド
ゥマリの浜およびその後背地林はヤマネコの定住個体や放浪個体が利用していることが考
えられる（伊澤ら 1994; 環境庁・林野庁 1998,1999, 環境省・林野庁 2001）。
＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性
Ⅱ-1

図Ⅱ-15. 住吉地区の生息環境

半島北部のほとんどが耕作地および集落域といった人為的・開放空間となっているため、
半島北部にはヤマネコの定住は難しいと考えられるが、半島の外縁から上原、船浦集落付近
にかけて残存する海岸林等は移動経路として利用される可能性がある。とくに中野から上原
郊外にかけては、耕作地間に残存する林が後背地の森林部と海岸林部をかろうじてコリドー
状につないでいる部分がある。上原集落周辺は都市化が著しいが、後背森林・海岸林間の移
動の可能性は残されている。
一方、半島付け根部分や浦内川河口域は定住個体が利用する重要な環境であると考えられ
る。浦内川河口トドゥマリの浜およびその後背地には外来種モクマオウが多いが、在来海浜
植生の林も良好な状態でひろがっている。小河川や湿地状の環境もあり、海岸林としてはキ
シノウエトカゲ等の生息地となっている可能性があるなど、餌場として好適な環境であるこ
とが推察される。また、半島付け根部の森林部には小さな沢地形がいくつも入っており、か
つては水田として利用された経緯もあるなど湿地環境が残されている。ここでもヤマネコの
餌動物が産出されていることが推察される。浦内集落の南側には海岸林と後背山塊をつなぐ
コリドー状になっている林があり、船浦浦内地区の定住オスなどが利用する環境であること
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が推察される。
一方で、宅地化やリゾート開発が進んでいる現状があり、場合によってはヤマネコの移動
経路の分断が心配される。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
半島付け根部分以外は、ヤマネコの生息地というよりは移動経路として利用されていると
推察される。しかし、一方で、浦内川河口部からトドゥマリ浜、宇那利崎にかけての一帯は、
西表島の中でも唯一の陸生起源の遠浅の砂浜と、外洋と直接つながっているという地形的に
特殊な環境にあり、トドゥマリハマグリなどの固有種も見つかっている。また、全国一の魚
種数を誇るという多様性の高い浦内川の河口部にも面しており、河口部は川の生命線といわ
れることから、この特異な生態系を保全することは、ヤマネコの保全にもつながり、重要で
あると思われる。
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3.10

仲良地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
過去には痕跡調査（環境庁 1985）、近年においては自動撮影調査（伊澤私信）によって、
ほぼ全域でイリオモテヤマネコの生息が確認されている。しかし、行動圏調査は行われたこ
とがないため、今後の詳細な調査が待たれるところである。
＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性
地区内に急傾斜地は多いものの、多くの支流を
もつ仲良川水系を中心に、ヒドゥリ川、クイラ川
など豊富な水系と、川を中心にヤマネコの好む湿
地や緩傾斜地が広がる低地部が多い。これらの湿
地は過去に水田としての利用が盛んであったが、
今はまったく耕作されていない。仲良川では最近
観光入域者数が急増しており、生態系への影響が
懸念されるが、それ以外は人為的な影響がほとん
どなく、良好な生息環境が維持されていると考え
られる。
また、移動の障壁となる急傾斜地は仲良川とク
イラ川沿いにはないため、内陸部との交流も期待
できる。

図Ⅱ-16. 仲良地区の生息環境

＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
今のところ一部地域を除いて人為的影響をほとんど受けないという意味で、ヤマネコが
安定した社会を維持することができる数少ない地区のひとつである。
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3.11

南岸地区
＠イリオモテヤマネコの生息状況
過去には痕跡調査（環境庁 1985；自然環境研究センター1994）、過去～現在までの目撃情
報（環境省・林野庁 2003）、によって、ほぼ全域でイリオモテヤマネコの生息が確認されて
いる。しかし、後述する地形的特性から、定住できたとしても、他の地区のような行動圏配
置は考えにくい。行動圏調査は行われたことがないため、今後の詳細な調査が待たれるとこ
ろである。
＠イリオモテヤマネコにとっての環境特性

図Ⅱ-17. 南岸地区の生息環境

海岸沿いがすべて、海岸付近から標高 200m 以上まで達する崖状の急傾斜地が連続してお
り、低地部がほとんどない。小さな沢はいくつかあるが、恒常的に水があるところは少なく、
湿地もほとんどないなど、一般にヤマネコが好む環境も少ない。しかし、崖下の岩場ではし
ばしば痕跡が見つかっており、海岸線が移動経路として用いられている可能性はある。
＠全島におけるこの地区のヤマネコ保全上の位置づけ
この地区でヤマネコがどのように生活しているかは不明だが、今のところ人為的影響をほ
とんど受けないという意味で、ヤマネコの本来の行動が攪乱されることがない、数少ない地
区のひとつである。
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