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琉球:hX8にはiIr米ジュゴンが生息し現在は国の天然記念物に指定されているが､定(H網、

刺し綱兼による希な死亡例以外は個体群の状態は不Iyjであった。水研究は彼ら(1A1体群の現

状を把撮し、保護のあり方を見出すことを目的とし、餌場の潜水調径と航空機による分布

調盃を行った。沖縄本蝿北部の束海岸にはジュゴンの小個体群が周年生息し、サンゴ礁内

に!kえる７穂の海草を孫食している。これらの餌料植物の分布は局地的である。彼らはＩ１Ｉｌ１

は餌場に隣接する礁外の深所に避難し、夜間に1-4ｍの浅所で慨餌すると推定される。その

保護には避難場と1W場の保全に加えて、両所を結ぶ回廊の確保が肝要である。定(『i綱や刺

し綱の搬巣はｲｲ(ＩＦである。他の漁具の設置や土木工事等もこれらの観点から評価すべきで

ある。今後の課題には、保護に関する啓蒙、先島諸島・屋我地島周辺等での分布調炎、個

体識別などによる行動圏の調査、偶発的死亡個体の研究へのＷ１１幕がある。

にダイナマイトで'１１当致が捕獲されたあと、1972

年から何の天然記念物として意図的な捕獲は禁11

されている（内Ⅱ１，１９９４)。我がlZ1では、1960年

の奄美大島での記録を除くと、本憧の記録は沖縄

本島を北限としている。台湾での記鍬は1930年を

最後として途絶えている。

内H１（1994）は琉球諸烏における過去のジュゴ

ンの記録を収集し、琉球諸鰯のジュゴンの現状を

結論するには更なる調盗が必要と認めつつも、人

間活動の活発な同海域に少数のジュゴンが生’'@､し

ていることは奇跡に近いとし、フィリッピン〃面

からの来遊があると考えた。沖縄県においては、

ジュゴンのＩI視、漂清、ＭＭＭこよる捉獲などが、

１．序請

ジュゴンは(M23miil後の草食性海産哺乳煩であ

る。そのXi命は70ｲ'１に近いが､成熟に'0年を要し、

出産|{１１隅も３－７年と！〔いため、個体数の増加率は

年5%を越えないとされている。その分布は束アフ

リカ沿岸から、インド・オーストラリア北部．メ

ラネシア.ブイ'ルピンを経て暁1k諸島にいたり、

ロ本はその北限にあたる。ジュゴンは時には数百

kｍの移動もするが、洩海性であるため、遠隔の個

体群ＩＭＩの交流は少ないものと考えられている

(Nishiwakial1dMMSll，1985)。

沖縄では石器時代からジュゴンが漁獲され、旧

藩時代には両納,Ｈ１となっていた。大戦後のij6乱期

'１（代炎）三蚊大学生物溢源学部
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記録した。海面の状況をＩＨＩ察席の後方の左右舷に

設囮したビデオカメラで記録し、のちに定'21網の

位綴とリーフの外緑の確認に便ⅡＩした。風力階級

3以上では調査をＩｌ１ｌｌＬた。

ときおり記鈷されているが、それらが沖縄近海に

常住する個体群に111来するのか、それとも遠方海

域からの迷人個体が到蒜間もなく混獲されてしま

うのかは未解Iﾘ1であった。

この疑NIIを解決することは、我が国のジュゴン

保護吋鞭の緊急性を評価する上で重要である。そ

こで、水研究はｉｌＩＩ縄近海に常住するジュゴン個体

群のｲ｢無と、個体数.生息環境等を明らかにし、保

護のための吋錐を検討することをロ的とした。聞

き取りと航空機による分布調査と、藻場調査によ

るｌｌｉ息唖境調盗の結采を報勝する。

２‐３．藻場調査

航空機調査でIIL調されたジュゴンは、恐らくそ

の付近の難場で{kllIに孫食するものと推定し、付

近の藻場を並点的に鋼ﾊﾐした。その選定は現地研

究協ﾉﾉ苫からの↑Ｉｊｉｌｉと瑚境庁（1996）の海草群落

分布回を参考にしおおよそ１６群落を選定して、

1998年７－９１１に鋼介したｃ

海草の群落における食み跡の探索は次の二つの

方法を適宜使川した。第１のﾉﾉ法は、船外機付き

ゴムボートの左ｲ丁舷にシュノーケルをつけた観察

係(横地､細川）をｌ渦づつ配衡し、連ノル５－２Ｍ，

10-20,,1111hWで海底をだ代する。測線の始点と終

点の(iPs位、、縦1坊のIHI姑と終了の時刻、食み跡

発見の時刻を記録する。１１'１の観察者の視界は水

深、透明度、速度等に/fｲiざれろが、おおむね幅

2ｍ程度の狭い範1111である。第２のﾉﾉ法は随時定点

を定め、２－．ＷＩ（横地、細''１，森、明[(1)の観察

係を降ろし、）hIIlll50-lOOn1の範囲の食み跡を探

索するものである。鋪ｌの方法はやや定fit的では

あるが、本調査においては食み跡の定量化を目的

とせず、その有無のみを解析することとした。

各定点においては、水深、海草の憶頑組成，優

先種、舷度、底笂を記録した。ジュゴンの食み跡

と思われるものを発見したjﾙｲﾔには、地下茎の採

食を確認してジュゴンの食み跡と1U定した。食み

跡の撮影に続いて、ジュゴンの哨好性ｷﾘ定と海草

の現ｲｲ鼓推定のためにf[み跡１A]辺での坪刈りと底

質採取、栄錠価測定のための海草孫j((などをおこ

なった。小河は渦fi；企画、Ｗｌ谷は記録を}11当した。

２．方法

２．１．調査海域の選定

liiｲＩＨＩ虹で琉球列島全域の航空機調在をｲ了うこと

は、人的にも三”):的にも不可能である。そこで､過

ﾉﾐにジュゴンのlllJM記録が多く、人間活動も活発

で緊急性が商い沖縄本島周辺を本年度の調査ｶﾅ象

とした。本川沿岸の敢点海域設定のためには、沖

縄在住の会１１の協力で収集された１９８５年－１９９８

年３)1の漂祈・ijB獲例と、1996年-1998年３月の

fMlSlllM例の多い海域を調査海域とした。

２．２．航空機調査

生息密度調査のための飛行レグは地形を勘案し

て束iHiないしはifj北ﾉﾉ向に設置した。その間隔は

0.5海』１１(約976ｍ)とし、半ピッチずつずらして２

セヅトを川なし、飛行IMIにランダムに１セットを

選択した。これは反復調盗の際にデータに不測の

バイアスが生ずるのを避けるためである。

馴察にはセスナ型高翼機をＩＩＭ１し、/f右の後部

駆席に馴察係行ｌ粉（白木原美紀、吉Ｈ１)、前方左

側に操縦｣：（荒)11)、１行)右側に記録係（粕谷）が座

り、対空速度90k【､商度50011で飛行した｡飛行コー

スのﾊﾐｲ7450,】,以内をiijl察したが､直下が観察不能

のため、観察は/,ﾐｲ『５０－４５０ｍの範囲となる。

ＷＩ谷はiul鰐胎1飴・終了、ジュゴン発見の時刻を

記録した。ＩＭＩ察係はジュゴン位置までの偏角を窓

に[Ａ１だしたプラスチックシートに記録した。飛行

機の((〔価はＯＰＳにより自動的にコンピューターに

３．結果

３‐１．過去の出現記録と調査海域選定

対象期間内におけるジュゴンの捕獲等は９例の

記録があった。|Ａ１訳は定(H網ij上獲５例、刺網ij上獲ｌ

例、死体漂諦２例、詳細不Iyll例（古宇利）である。
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このうち３例は金武町の定置網に羅網しており、

ジュゴンの混獲と定肚綱の特徴を理解する｣zで興

味を持たれる。

生きているジュゴンが、海上において111Ｍされ

た例は、l996fl畠から１９９８年３月までに川例あっ

た。それらは２頭連れらしい１例を除けば、他は｣ｉｉ

独個体であった。安[}1灯台近くで３ⅡIHI連続して

iill察された例はｌ例として数えた。その他の例は

すべて１[可だけの奴察であるが、同一ｲ１１体を1丈復

観察した可能性は否定できない。１k体Ikll察例は

1996年７月以来jＭ１した。その背)Aには第１に近

年の海洋スポーツの隆盛があり、第２に米11【ヘリ

ポート建設計画に伴い、1997年以降ジュゴンへの

地元の間心が高まったことがある。発見時の観察

荷は漁業の操堆【|]、ヘリコプターで探索１１】、カ

ヤック航行中、サーフィン中などであった。

これらのジュゴン記録23例の地理的分布は、沖

縄本島東岸の勝連半島北岸から天仁尾岬までの問

に15例、バン岬から安}１１岬の間に４例、１１J字fII島

と与那に各１例である。この他に名護１１｢の響瀬沖

で1998年ｌｌ１に1k体{]視がｌ例、１ｹj部來岸の佐敷

町に1987年ｌ）ｊにｸﾋﾟ体漂着ｌ例があった。

以上の情報を６とに、航空機調代の対象を次の

3海域とした（/(1)。

い）天仁尾より金武滴に至る海域（束);&）

(Ｂ）安波よりＩｊｌ部に至る安}H海域（4〔岸）

(ｃ）辺野喜よりハiJ1U世に至る海域（iI【i嫌）

専瀬の生体記録と佐敷の死体記録の２例に代表さ

れる海域は調任海域外にあるが、前打は（海域へ

の往復時にiUl察することとした。後考は古い記録

であり調盗を断念した。

３．２．航空機調査の結果

３．２‐１．ジュゴンの出現位置

海域八とＢでは２回ずつ詞在し、Ｃ海域では１回

の調盗に終わった。調査レグ飛行時に観察員に

よってなきれた発見を１次発兄とし、それ以外の

発見を２次発見とすると、ｌりく発見４[□]、２次発見

６[□】の記鍬が得られた（表２)。ジュゴンの発見は

Ａ輝域で９(⑪１（図１，２)、Ｂ海域でｌ[』（図３)、Ｃ

海域ではゼロであった。しかし､〔海域の調査は降

雨の翌々［1に行われ、赤土のMClIlにより透明度が

低かったのでiIj調査が望まれる。

これらの発見はいずれ()沖純【|昨北部東岸にあ

り、安川、斑陽一辺野古岬、金武滴の３海域にか

ぎられていた。発見されたジュゴンはすべて単独

個体であった。

３‐２．２．ジュゴン出現とサンゴ礁

ピデオレコードからサンゴ礁の外緑を飛行機が

通過したBIF刻を読み取り、その位【111をOPS記録か

ら求めてプ【ルトした（図１－３)。金武湾以外で

は､航空機調炎で5例5頭のジュゴンが観察されて

おり、それらは全てサンゴ礁の外緑の外側にあっ

た（発兇貯号２，５，７，８，９)。金武湾の内部で

も５(ﾁﾘ5頭の発見があったが、ここではサンゴ礁の

位憧がｲ(lﾘ1瞭なため、ジエプンとサンゴ礁の位満

関係はIﾘＩらかでない（発見齢ケノ１，３，４，６，１０)。

ノミ１．航空機によるジュゴン調査海域と努ﾉﾉﾊi(1998年ｌⅡ）

海域 i１１１Ｗｆｉ１調査距離(k、）対象海域(平ﾉﾉＫＩＴ,）

へ天仁屋一金武湾lｌＨ

Ａ大仁屋一金武荷１１１，１７日

合計

１１安涜一伊都（宏ｌｌｌ）ｌ５ｐ

Ｂ安演一伊都（安川）１７日

合計

(、辺野喜一駄我地ＩＩｉＢ

ｉＩ認ト

３２６． 

３４．１． 

６７０． 

３３． 

５４． 

８７． 

１２９． 

８８７． 

３⑪２．０ 

３１８．７ 

２
Ｚ
６
Ⅱ
㈹
７

３０．７ 

５０．６ 

1２（）．Ｏ 

４Ｈ９．３ 
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表２．航空機調査によるジュゴン発見の記録(1998年４月）

発見日海域レグ航空機の位魔高度発見窓横距離水深備考

番号（江）（、）（、）

１１１Ａ－２１２６゜22.57'1】５００Ｌ１７３１５１吹
１２７．５３．９８’Ｅ 

２１１Ａ-６１２６．３２．４７'Ｎ７００Ｌ１７４４１次
１２８．０７．２１値

３１１Ａ２６．２２．６７'1J５００Ｌ１５２次
１２７゜５４．３０，Ｅ

４１１Ａ２６．２０．８３'Ｎ５００Ｐ５２次
１２７ｃ５４．３４屯

５１５Ｂ-８２６．４３．７８'1６５００Ｌ１３１１０１次
１２８゜］９．５１屯

６１６Ａ-1526.21.00'1Ｊ５００Ｒ１７６６１次
１２７°５５．フフ’巳

７１フＡ－３３/３５２６．２５．４２'1Ｊ５００Ｌ６２２汰
１２７ｏ５９．４１値

８１７Ａ-49/５１２６．３０．０９'Ｎ５００Ｒ８５２次
１２８．０５．７８頓

９１７Ａ２６．２９．９１'1Ｊ５００Ｒ８５２次

１２８．Ｃ'５．８０’Ｅ 

ｌ（〕１７Ａ２６．２５．７５'1１５００Ｒ１５２次
１２７．二,６．０８’Ｅ

Teniya-KinArea 

JiI1uiijnli蟹
ｚ
‐
。
、
。
①
Ｎ

１０kｍ 

、
声
。
①
Ｎ

１２８゜ １２８．１５Ｅ 

図１．飛行コースとジュゴン発見位置：天に屋一金武海域ｃ

東西方向の線は調査飛行コース、海岸に沿った点線はサンゴ礁の外線。

黒丸は1次発見、三角は２次発見。それぞれ１回の出現を示す。
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eniya-KinArea 

i断警鉾
Ｔ 

(ｓ 
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 c=ﾆﾆｰ 

ｚ
０
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ｍ
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①
Ｎ

１０kｍ 

、
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＠
Ｎ

１２８．１５.Ｅ 1２８． 

凶２．飛行コースとジュゴン発見位置：天仁屋一金武海域。記号は図１に同じ。

Ｚ
’
一
四
・
＠
Ｎ

ＡｄａＡｒｅａ 

(fi｢stsuwey： 

ｌ５Ａｐｒ、１９９

●Primarysigh 

３‐２．３．ジュゴン出現と水深

ジュゴン出現位置の水深は表２に示した。７例が

水深4-15ｍで発見され（内５例が金武湾内側)、残

る３例は金武湾外側で水深62-85ｍにあった。海図

から読み取った金武湾内部におけるジュゴン発見

位置の水深は５－１５ｍの範囲にあった。金武湾内

には深い所が少ないことを考えれば、金武湾に出

現するジュゴンは他の個体に比べて、特に浅所を

好むと判断することはできない。

本調査では、当初打線より水深40ｍまでを観察

範囲として、調査レグを設定した。しかし、４月

１７日のＡ海域調査の末期に、水深60ｍ以深の位置

でのジュゴンの発見が３例出現した。いずれも調

査レグから次のレグに移る間の旋回中の発見であっ

た。このため、その後に行われたＢ海域の第２回

調査では、側線を水深90ｍまで延長したが、ジュ

8） 

ting 

Whil 

叩
寸
。
①
Ｎ

５kｍ 

１２８．１５．１２８．２４Ｅ 

・飛行コースとジュゴン発見位置：安田海域

南北方向の線は調査飛行コース｡その他記号は

図１に同じ。

図３．

－５９－ 



海の個体'よllIIjにはサンゴ礁外の深Ｉ汁にいると思

われる｡好来の調従計画においてA1脳べきである。

ゴンの発見Iｊなかった９MarshandShcaIfcld

(1989)ではジュゴンは３７ｍ以洩にllIIjlしたので、

JIL々は調在範'''1を水稲１０ｍ以浅としたが、沖縄近

、‘ 

艶雫測薇
「ぷ）

［』

鼠
Ⅷ
、

0句

&＆＆。
ロ●

‘ 

録

`‘ ９
２
 

蕊

海ﾉﾘi:群満、食み勝、ジュゴンのⅢ１１分布のl則係

点線I』サンゴW《外緑のおおよその位個、不規ＨＩな難点はi劇Y群箭（凧境リア，

ｌＺＩＩ． 

点線'よサンゴW《外緑のおおよその位個、不規ＨＩな黒点はi隣Y群滞（凧境I):，1996：サンゴ礁分布凶に

よる)。ﾉﾉ.<三/flはジュゴンの食み跡が認められた群落、白三ﾉｲllj食み跡のなかった俳落、三/(】形のマー

クのないｉＭ１ｉは未調盗｡黒丸Ij当調査ljlによるジュゴンＭ瀦位ｌｌｌｔ（災２)。１１１ﾒLlj【ラブ・ジュゴンネソ

トリークにより収典されたジュゴンl{l現位置（1998年ｌ)Ｉ－７ｌ１、オ､ヅトリークの好意により転軟)。
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種馴による変異が大きかった。

企み跡一個所あたりの推定摂餌蓋は、地上部と

地下部の合計で2009前後にモードがあった。平均

潜水l1UWWを73秒(NishiwakiandMaJsh，1985)、摂餌

litを`〔>羽水族館の例から30kg/日とすると、IDに

３時lllllW虻で必要な栄鍵を摂取できることになる

が、’1(餌中の食べこぼしがあるので、災際にはこ

れよりいそぐなる籍である。

３‐３．藻場調査

３‐３‐１．食み跡の地理的分布

調査結果の概要を図`lに示す。調査海域は、北

は伊部から＃jは勝連半島の梅Ilj道路の束111にifろ

沿岸部で、その範囲内にある海草の藻場は(１とん

ど全て詞代した（図４の３/り形で示した雑jﾙ)。

本調盗によってジュゴンの食み跡が認められた

藻場の所ｲfは、北から)Uiに金武湾南部の梅'|'道路

西側（与那城の東方)、松Ｉｌ１來岸、久志、辺野１１｢漁

港一辺野１１｢岬、嘉陽海岸のｉＷ半分、伊部の什地で

ある（IxMの鴎三角)。

また、iWiiIfしたが食み跡が発見されなかった藻

場は、北から順に勝連半川先の海中道路W〔l1l、戦

地島一浜比斑島間、平安脱腸束、金武湾ｉｌｊ部の照

間西〃、金武漁港・漢那・商松・辺野古漁港．安

部の名前浜、嘉陽の前沢の北半分である（ｌＸ１４の

白三角)。これらの擬j》でも。更に精査すれば食

み跡発見の可能性は否定できない。

３．３．４．海草の分布と底質との関係

海ｉ`〔は、砂あるいは砂と礫のijL合する底質地に

4そえていた。金武湾IAlの海草場では、ＣＯＤ、硫化

物が多く底質の悪化が遡ぬられた。この海域は穏

やかな１A１滴であり、かつては良好なジュゴンの生

息地であったと思われるが、近年は隣接iliilj地や

農地からの有機物の流人の増加と海''１道路建設に

よって海水交換が減少したために底I『が悪化した

ものとA１Aわれる。今後、さらに底質の悪化が続け

ば海いの群落が消滅し、ジュゴンのこのIulfな棲

息ﾉﾙが壊滅する恐れがある。３‐３．２．藻場と食み跡の水深

観察された海草場の水深は0.4-6.4ｍの範Ｉ)１１にあ

り、鎧$ji値はＬ５－Ｌ９ｎｌにあった（､=３６；潮汐を黛

視)。これは随時測定によるもので、系統的な商科

ではない。沖縄近海ではi榊二の分布は水深30ｍに

およぶとぎれるが、大部分は｣二の観察範'111に1k行

するものと鞍えられる。ジュゴンの食み跡が認め

られた擬jﾙの水深６例はＬ5-3.4ｍにあり、海草の

生育水派範lU{と有意に異なるという根拠はil)られ

なかった。

４．鵠臓

４‐１．沖縄産ジュゴンの生態

Ｍｎ｢NII`１m(lSincIllir（1991)はジュゴンの'Ｌｕ頭数

推定においては調盃１１の見落しと、海底に沈下し

て見えない個体を補正する必要があるとし、実験

によりiir巷を1.01-1.20、後昔を1.06-aOuSと推定し

た。後什は水深や濁りに左右されるｲﾉ[である。沖

縄近海は透ly1度が低く、生血水深は故１１ofの深さが

あるので、その補正係故はより大きくなろう。当

研究H[は航空機調代により、金武湾以北の沖縄本

島來岸で延べ１０頭のジュゴンを記録した（[ZJ小

発見１１８ｹと距離を勘案すれば当該海域にＭｉ数の個

体が４k.@､すると推定できるが、データが少ないた

め見落し率の推定も不可能であり、ｉl｝水個体の補

正率にもＩＭＩ題があるため、生息頭数の推定はでき

なかった。

当研究班とは別に、沖縄のラブ・ジュゴンネッ

トワークは独自の観察記録と報道関係のAII察記録

をH1めている（凶４)。その努力量は過去に発見

３．３．３．海草の種組成と被食種

調査域の海単群落は(｡'れも１２数の種で構成され、

合計７穂の海草が確認された。何れの欄もジュゴ

ンによって採食されている悦様である。どの海単

が好まれるかは明らかでない。事故死(jAj(ＩＣのl1j内

容物の解析が侍たれる。

海草のZ0x20cm当たりの平均現存fitは、リュウ

キュウスガモが最大で759、ポウバアマモ50giMi後、

リュウキュウアマモとウミジグサが108前後、マ

ツバウミジグサとベニアマモが数9以下まであり、
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があった海域に偏る傾IijIがあるので、分布に関す

る独立の情報とは見なしがたいが、出現の季節に

関しては興味ある知見を与える。それによれば、

沖縄北部の東海岸には1998年１月以来11月まで毎

月ジュゴンが出現している。競近の例では、本年

10月２３日に嘉陽の沖で琉球新報社は３頭連れの

ジュゴンを撮影している。何れも沖縄近海には

ジュゴンの小個体群が周年生息することを示すも

のである。

オーストラリアでは、大部分の個体は水深０－

１６ｍで観察され、最大でも３７ｍとされている

(MaTshandSealIeld，1989)。ところが、沖縄近海

では本種の日中生息水深は5-90ｍ（平均30m）に

あり、報道関係の観察例もこれを裏付けている

(図４)。恐らく彼らはＨ１Ｉｊは人間活動を避けて深

所に潜み、夜間に浅い所の餌場にきて索餌するも

のであろう。沖縄産ジュゴンのこのような行動パ

ターンは、人間活動の多い海域で危険を避けて生

活するための学習によると思われる。

本研究はフィリッピン等からジュゴンが希に来

遊する可能性を否定するものではない。もしも、

そのような事例があるならば、それは沖縄のジュ

ゴン個体群の絶滅の危険性を低減する効果がある

ものと考える。

述)、漂着死体は漁業による混獲に起因している

可能性がある。沖縄のジュゴンのような小個体群

の場合には、これまで記録された2年に1頭程度の

事故死でも重大な影響を及ぼす可能性がある。

ジュゴンの生活圏においては刺し網や定置網の設

厩を避けることが望まれる。

モズク養殖のネットによるジュゴンの混獲は記

録がないが、４月時点では沿岸のいたるところで

養殖が行われ、８月の藻場の調査時には既にネッ

トは撤去ぎれていたが、海草群落の中にもその痕

跡が認められた。ジュゴンの羅網の可能性と海草

群落自体への悪影響が懸念される。

海草群落の保存上の脅威には、水産養殖施設そ

の他の水中構築物による直接の破壊のほかに、富

栄養化による底質の劣化や赤土の流出による藻場

の消滅が考えられる。その防止が望まれる。

４‐３．残された研究

（１）西表島、石垣島、宮古島には比較的大きな

海草群落が残されている。その周辺におけるジュ

ゴンの確認が望まれる。我地島周辺の再調査も必

要である。

（２）ジュゴンの行動圏の確認、隣接生息海域間

の移動の有無等の調査が望まれる。個体識別によ

る研究に可能性がある。研究のための捕獲は、死

亡の危険が伴うので慎重を期すべきである。

（３）フィリッピン等の遠隔海域の個体との交流

の有無を遺伝的に解明し、また実際に摂餌してい

る海草種を確認するため、漁業による混獲死亡個

体を研究に活川すること。

４‐２．沖縄産ジュゴンの保護のために

沖縄本島周辺の海草の分布は極めて貧弱である。

海草群落を有する海岸は全海岸線の10％程度にす

ぎない（環境庁，1996)。主要群落は金武湾南部、

金武漁港から辺野古岬、安部一嘉陽、伊部、屋我

地島周辺の５個所である。沖縄のジュゴンは、こ

の乏しい海草群落と沖合いの避難場所との間をⅡ

周移動して生活している。

このような状況にあるジュゴンを保護するには、

浅所にある海草場と深所のＨｉｌｊ避難場を保存し、

そこでのジュゴンの安全を保障するだけでなく、

両者を結ぶ回廊部の保全と通過時の安全の確保が

重要である。今回の航空機調査中に金武湾では定

置網が４個所確認された。既に沖縄では定置網や

刺し網による混獲の事例も発生しているし（前

５．謝辞

本研究においては、研究協力者細川太郎氏のほ

か、海想の森洋治氏、沖縄水族館の小野氏、三重

大学の明Ｈ１氏の協力を頂いた。また、エアー・ド

ルフインの荒川善也氏には航空機の運行で無理な

お願いをした。これら諸氏に感謝する。

‐６２‐ 



Summary 

Dugon8sh(webeeIlhuntedinIheRyukyus,souIhwesIemlapan,fromprehisIoric 

periodandarecurr1mⅡyprolcdcdasanaluralmonumcnI,whiChprohibilshuntingbutdocs 

I1ｏＩｉｎｃＩｕｄｅａｎｙｏｌｈｅｒｐｏｓｉＩｉｖｅｐｒｏＩｅclionmeasures・TheirsmlusisuI1knowncxccptfor

slmndin8sandmorInlil)'inIishiI188earsthatarereporIeｄｏｎｃｅｅｖｅｒｙｌto3ycars・

Ａｉｍｉｎｇａｔｕｎ(ＩＣ｢smI1(lingof〔urrentsIatusandnemssaryConscrvaliol1mcmsures,we

madencrinIsighIingsurve)'ｓｏlthespedesandunderwaIerobsemalioI1sofseagmssbcds 

and(eedinBlrcI1chesolllhecoastoflheOkinawalslandinApril-Seplember1”８． 

Ａ５ｍｍⅡ〔Iu8ol1gPol)ulMionofunknownsizeinhabilsyearInoulldthe〔mstoIllorthGlstem

Okmaw`1.Ｔｈｅｙｓｌｎ)'ｄｕｒｉｎ８ｄａ),timeilldeepwaIeroutsidethe〔oraIree(,bulsccmlolcedin

ni8htonsevenspe〔icsoIscd8rassesatdeplhofl-4minsidethereeIwI1e｢ｅＩＩＤｅｄｉｎ８ｌ｢Imches

`､reobswvcd、

IyorIhcsuwiwloIlhisdugon8popu旧tionilisurgcnttoimplemenIeve｢>'measures

ofpoIeI1Iialllselullless,ｗｈｉ〔hillcIudeseliminalionofha｢mIuIIishing8ea｢sｓｕＣｈａＳｇｉⅡneIs

an〔11｢`1pllcIsinlheI1abimI,ａｎｄ〔onselvationolalreadylra8mellleｄｓｅａＢｒ`lSSbeds,。｡)'Iime

resIingdrGloldllgon8S,al1drouteconneclingthetwo､PoSsiblccIlecIsofsenalgae〔ulIure

shollldbeilWeSIi8aICd． 

-６３－ 


