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The Okinawa Initiative. A Corroborative OkinawaRail Conservation 

System between the Local Communiy ,Okinawa Veterinary Medical 

Association,Local Government,and NPOs.



・・・・ １９８１１９８１１９８１１９８１年年年年にににに（（（（財財財財））））山階鳥類研究所山階鳥類研究所山階鳥類研究所山階鳥類研究所によるによるによるによる発見発見発見発見

地元地元地元地元ではではではでは山仕事山仕事山仕事山仕事をしていたをしていたをしていたをしていた人人人人々々々々はははは「「「「アガチアガチアガチアガチ」」」」とととと呼呼呼呼んでいたんでいたんでいたんでいた

発見当初発見当初発見当初発見当初、、、、名護市名護市名護市名護市のののの北部北部北部北部までまでまでまで生息生息生息生息していたとしていたとしていたとしていたと思思思思われるわれるわれるわれる

・・・・ １９８２１９８２１９８２１９８２年年年年 国国国国のののの天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物（（（（文化庁文化庁文化庁文化庁））））にににに指定指定指定指定

・・・・ 日本日本日本日本でででで唯一唯一唯一唯一のののの飛飛飛飛べないべないべないべない鳥鳥鳥鳥、、、、飛飛飛飛べないべないべないべないクイナクイナクイナクイナのののの北限種北限種北限種北限種

・・・・ １９９３１９９３１９９３１９９３年生息分布域年生息分布域年生息分布域年生息分布域のののの減少減少減少減少、、、、南限域南限域南限域南限域がががが北上北上北上北上（（（（原戸原戸原戸原戸,尾崎尾崎尾崎尾崎））））

・・・・ 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種ⅠⅠⅠⅠA類類類類（（（（環境省環境省環境省環境省レッドリストレッドリストレッドリストレッドリスト２００６２００６２００６２００６））））

・・・・ 絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧Endangered Endangered Endangered Endangered （（（（IUCN RDBIUCN RDBIUCN RDBIUCN RDB））））

・・・・ 国指定国指定国指定国指定 天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物

・・・・ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ががががマングースマングースマングースマングース捕獲事業捕獲事業捕獲事業捕獲事業をををを開始開始開始開始

・・・・ 2001年年年年ノネコノネコノネコノネコによるによるによるによる捕食捕食捕食捕食がががが判明判明判明判明（（（（山階鳥研山階鳥研山階鳥研山階鳥研））））

・・・・ 環境省環境省環境省環境省がががが飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針をををを発表発表発表発表

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの歴史歴史歴史歴史

Photo by Michio kinjyo



ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナというというというという鳥鳥鳥鳥

・・・・体長体長体長体長 約約約約３５３５３５３５ｃｍ（ｃｍ（ｃｍ（ｃｍ（Length)

・・・・体重体重体重体重 ４００４００４００４００～～～～５００５００５００５００ｇ（ｇ（ｇ（ｇ（Body weight)

・・・・体色体色体色体色 雌雄同色雌雄同色雌雄同色雌雄同色

赤赤赤赤いいいい嘴嘴嘴嘴にににに赤赤赤赤いいいい脚脚脚脚

胸胸胸胸からからからから腹部腹部腹部腹部までまでまでまで黒白黒白黒白黒白のののの縞縞縞縞

・・・・無飛翔性無飛翔性無飛翔性無飛翔性

（（（（国内国内国内国内でででで唯一唯一唯一唯一、、、、飛飛飛飛べないべないべないべないクイナクイナクイナクイナのののの北限北限北限北限））））

・・・・鳴鳴鳴鳴きききき声声声声 キョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョ・・・・・・・・・・・・

クリリィヤァークリリィヤァークリリィヤァークリリィヤァー・・・・クリリィヤァークリリィヤァークリリィヤァークリリィヤァー

とととと、、、、非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな声声声声でででで鳴鳴鳴鳴くくくく

Photo by Michio kinjyo



In 1981 Okinawa Rail was listed 

as a new specie

Gallirallus(Rallus) okinawae
About Okinawa RailAbout Okinawa Rail

Habitat: Forest in Yanbaru, Okinawa Island 

Population: An estimated 1000

Only this specie cannot fly in Japan. 

Photo by Michio kinjyou



ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの生態生態生態生態

Photo by Michio kinjyo採餌採餌採餌採餌はははは草地草地草地草地やややや沢沢沢沢

主要生息地主要生息地主要生息地主要生息地ははははイタジイイタジイイタジイイタジイ林林林林

3つのつのつのつの環境要因環境要因環境要因環境要因をををを必要必要必要必要とするとするとするとする

１１１１．．．．草地草地草地草地、、、、畑畑畑畑（（（（営巣地営巣地営巣地営巣地））））

２２２２．．．．河川河川河川河川、、、、渓流渓流渓流渓流（（（（採餌採餌採餌採餌、、、、水浴水浴水浴水浴びびびび））））

３３３３．．．．森林森林森林森林（（（（ねぐらねぐらねぐらねぐら））））

夜夜夜夜はははは樹上樹上樹上樹上でででで寝寝寝寝るるるる（（（（かけかけかけかけ登登登登るるるる））））

採餌採餌採餌採餌はははは草地草地草地草地やややや沢沢沢沢



生息地:沖縄本島北部（やんばる）世界中世界中世界中世界中ででででやんばるにやんばるにやんばるにやんばるにのみのみのみのみ生息生息生息生息

生息数:１０００羽以下（717羽：2005年 山階鳥類研究所山階鳥類研究所山階鳥類研究所山階鳥類研究所・・・・尾崎尾崎尾崎尾崎）

生息環境：イタジイを中心とする亜熱帯林

やんばるやんばるやんばるやんばる（（（（沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部））））→→→→

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの生息状況生息状況生息状況生息状況

ノグチゲラノグチゲラノグチゲラノグチゲラ
ケナガネズミケナガネズミケナガネズミケナガネズミ



Photo by Kunitaro Miyagi

名護名護名護名護までのまでのまでのまでの分布確認分布確認分布確認分布確認

やんばるへのやんばるへのやんばるへのやんばるへの侵入侵入侵入侵入

那覇近郊那覇近郊那覇近郊那覇近郊でででで17171717頭頭頭頭をををを放放放放

獣獣獣獣

マングースマングースマングースマングース（特定外来種）

Mongoose

マングースの分布拡大と速度マングースの分布拡大と速度

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナをををを脅脅脅脅かすものかすものかすものかすもの

2005200520052005年年年年



２００５２００５２００５２００５年年年年
２００７２００７２００７２００７年予測年予測年予測年予測？？？？

マングースとヤンバルクイナの分布の関係

マングースマングースマングースマングース

Mongose

マングースマングースマングースマングース

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ

OkinawaRail

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ



マングースマングースマングースマングース防除対策防除対策防除対策防除対策（（（（環境省環境省環境省環境省・・・・沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県））））

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが設置設置設置設置したしたしたしたマングースマングースマングースマングース北上防止北上防止北上防止北上防止フェンスフェンスフェンスフェンス

わなでわなでわなでわなで捕獲捕獲捕獲捕獲されたされたされたされたマングースマングースマングースマングース

北側北側北側北側南側

●●●●マングースマングースマングースマングースわなわなわなわな設置設置設置設置ポイントポイントポイントポイント



ノネコ

Photo by Fumiyasu sato

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナをををを脅脅脅脅かすものかすものかすものかすもの

林道林道林道林道でででで発見発見発見発見されたされたされたされたノネコノネコノネコノネコのののの糞分析糞分析糞分析糞分析

Feces

アカヒゲアカヒゲアカヒゲアカヒゲのののの羽毛羽毛羽毛羽毛

ノグチゲラノグチゲラノグチゲラノグチゲラのののの爪爪爪爪

ケナガネズミケナガネズミケナガネズミケナガネズミのののの体毛体毛体毛体毛

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの羽毛羽毛羽毛羽毛

OkinawaRail



Feather of Okinawa Rail was detected in feral cat’s feces.

Feral cat
Mongoos

ST Line 



Action in Action in YanbaruYanbaru

� Action was joint efforts by the 
local community

� Spay, Castration and Microchips 

� Ecological education and study 
for proper keeping

� A campaign to stop forsaking cats

Operation in the public hall

Watching the operation 

on monitoring TV Checking up with the police

Distribution handbills 

All actions were cooperated with All actions were cooperated with the Ministry of the Environment,

Okinawa prefecture, Three village ss, local residents and NPO



Cat Control in the noCat Control in the no--animal hospital area   animal hospital area   １１

Open operation and study 

in the public hall



● 24 animal hospitals belonging to Japan Veterinary Medical

Association received domestic cats and operated.     

( Estimated 500 heads / two yearas ) 

Cat Control in the noCat Control in the no--animal hospital area   2animal hospital area   2



YanbaruYanbaru⇒⇒

North AreaNorth Area（（（（３３３３（（（（３３３３Animal hospitalAnimal hospital））））））））

Central AreaCentral AreaCentral AreaCentral AreaCentral AreaCentral AreaCentral AreaCentral Area（（（（（（（（7Animal hospital7Animal hospital7Animal hospital7Animal hospital7Animal hospital7Animal hospital7Animal hospital7Animal hospital））））））））

Southern AreaSouthern AreaSouthern AreaSouthern AreaSouthern AreaSouthern AreaSouthern AreaSouthern Area（（（（（（（（14Animal hospital14Animal hospital14Animal hospital14Animal hospital14Animal hospital14Animal hospital14Animal hospital14Animal hospital））））））））



⇒⇒⇒⇒
⇒⇒⇒⇒

⇒

⇒

Welcome home !

Arrival at hospital Operation Insertion of  a microchip

Confirmation of a microchip



Education to stop forsaking animalsEducation to stop forsaking animals
and and 

Action in the urbanAction in the urban

Hold a symposium A campaign to stop forsaking cats



Countermeasure for noCountermeasure for no--owner cats owner cats 

A cat in  forest

Cats unknown owner keep

in residential area



Capture and accommodationCapture and accommodation

and looking for new ownersand looking for new owners

３年間で約６００頭のネコが収容された
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2002 2003 2004 2005 2006

やんばるやんばるやんばるやんばる地域地域地域地域でででで捕獲捕獲捕獲捕獲されたされたされたされたノネコノネコノネコノネコのののの推移推移推移推移

年年年年

頭頭頭頭

数数数数

環境省環境省環境省環境省およびおよびおよびおよび沖縄県捕獲実績沖縄県捕獲実績沖縄県捕獲実績沖縄県捕獲実績よりよりよりより作成作成作成作成

国頭村内国頭村内国頭村内国頭村内でのでのでのでの飼飼飼飼いいいい猫猫猫猫のののの手術手術手術手術国頭村内国頭村内国頭村内国頭村内でのでのでのでの飼飼飼飼いいいい猫猫猫猫のののの手術手術手術手術

捨捨捨捨ててててネコネコネコネコ防止防止防止防止キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

2005年年年年

やんばるやんばるやんばるやんばる地域地域地域地域３３３３村村村村ででででマイクロチップマイクロチップマイクロチップマイクロチップ

登録登録登録登録をををを義務付義務付義務付義務付けたけたけたけたネコネコネコネコ飼養条例施行飼養条例施行飼養条例施行飼養条例施行



多発する交通事故多発する交通事故

TrafficTraffic AccidentAccident

側溝へのヒナの落下側溝へのヒナの落下
早朝の交通事故早朝の交通事故

0000

5555

10101010

15151515

20202020

25252525

2000 2003 2005 2007

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの交通事故件数交通事故件数交通事故件数交通事故件数



Frequent Road KillFrequent Road Kill

Photo by YWLC.



Then, Road Kill occurred in 23 timesThen, Road Kill occurred in 23 times……

２００７２００７



Intra operation

Fracture

After operation



Are you OK ?



Let’s Go!



The Okinawa Rail Emergency Hospital

Completion on March in 2005



We established the Okinawa Rail We established the Okinawa Rail 

Emergency Hospital all togetherEmergency Hospital all together



Study about Okinawa Rail 

in the  Emergency Hospital



We established the Rehabilitation We established the Rehabilitation 

Center all togetherCenter all together



The Rehabilitation Center is completed.The Rehabilitation Center is completed.



Rescue is continued….



← Ada, Kunigami

villadge

多くの取り組みは

安田区を中心に

実践された

These are started from a hamlet……



Okinawa rail and we are saved

by residents in Ada, Kunigami village.

New wind blows from Okinawa to the world

We are proud of their countermeasure.

High density habitat of Okinawa rail 

Residents love Okinawa rail in all

Population is 214 it’s so small



Hurry up !  No more time !!!

急ごう 残された時間は少ない！

Establishment of the Recovery Center by volunteer



However, mongoose has stole up

on Okinawa Rail.

In such a miraculous hamletIn such a miraculous hamlet……..



県内外の学生たちや地元の安田の方々と作る

Cooperation with students and residents in Ada.



完成までに約3年かかって完成、やっと飼育スタート



そして今年、救護したヒナたちは、親になった！

巣材を必死で運ぶ

Nsting

私が産んだの！



巣内のヤンバルクイナの卵 抱卵中の♀



ネコネコネコネコととととマングースマングースマングースマングースがいないがいないがいないがいない場所場所場所場所をををを作作作作ろうろうろうろう

Free Area From Mongoose & CatsFree Area From Mongoose & CatsFree Area From Mongoose & CatsFree Area From Mongoose & Cats



支える市民：ネットの最終設置２００６年３月２６日



３００人を超える人々、大雨にもかかわらず、帰る人は一人もいない



・・・・国内初国内初国内初国内初のののの外来種対策用外来種対策用外来種対策用外来種対策用のののの保護区保護区保護区保護区

（（（（マングースマングースマングースマングース、、、、ノネコノネコノネコノネコのののの侵入阻止実験侵入阻止実験侵入阻止実験侵入阻止実験にににに基基基基づくづくづくづく））））

・・・・高高高高ささささ２２２２．．．．７７７７ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（HightHightHightHight))))

・・・・外周外周外周外周２２２２ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（ｋｍ（RengthRengthRengthRength))))

・・・・１３７１３７１３７１３７，，，，００００００００００００㎡㎡㎡㎡

・・・・現在現在現在現在ののののヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ生息確認数生息確認数生息確認数生息確認数６６６６羽羽羽羽

・・・・設置設置設置設置：：：：国頭村国頭村国頭村国頭村





20060422

放棄放棄放棄放棄されたされたされたされたヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ

のののの卵卵卵卵（（（（3巣巣巣巣7卵卵卵卵をををを人工孵化人工孵化人工孵化人工孵化へへへへ））））

孵卵中孵卵中孵卵中孵卵中ののののヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの卵卵卵卵 検卵中検卵中検卵中検卵中ののののヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ

のののの卵卵卵卵

飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖のののの技術開発技術開発技術開発技術開発へへへへ向向向向けてけてけてけて 2006

Captive Breeding

21日経過後日経過後日経過後日経過後もももも自力自力自力自力でででで孵化孵化孵化孵化

できないできないできないできない

卵殻切開卵殻切開卵殻切開卵殻切開 産産産産まれたばかりのまれたばかりのまれたばかりのまれたばかりのヒナヒナヒナヒナ



2007年年年年2月巣材月巣材月巣材月巣材をををを運運運運ぶぶぶぶ無事成長無事成長無事成長無事成長 産卵産卵産卵産卵

抱卵中抱卵中抱卵中抱卵中抱卵中抱卵中抱卵中抱卵中

3羽孵化羽孵化羽孵化羽孵化

自然繁殖自然繁殖自然繁殖自然繁殖にににに成功成功成功成功

2007年年年年4ペアペアペアペア分分分分のののの繁殖施設繁殖施設繁殖施設繁殖施設がががが完成完成完成完成

しかししかししかししかし、、、、施設施設施設施設がががが足足足足りないりないりないりない

飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖へへへへ向向向向けてけてけてけて2007
2007年年年年6月環境省月環境省月環境省月環境省ははははヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナのののの飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖飼育下繁殖

試験試験試験試験にににに着手着手着手着手することをすることをすることをすることを発表発表発表発表したしたしたした

ヒナヒナヒナヒナ



We made this system a rule. We made this system a rule. 

Then feral cats have disappeared.Then feral cats have disappeared.

And reproduction of Okinawa Rail startedAnd reproduction of Okinawa Rail started

in the Wild.in the Wild.

Thenkyu Very Much!


