長

本誌編集長

嶺

巻頭
インタビュー

撮影 ●金城道男

ヤンバルクイナの
絶滅は耐え難い！
その熱い思いと行動が
多くの人を動かした

聞き手 ●
渡邊 直 樹

僕が動いたら鳥は飛んでいってしまう

何百羽という鳥たちに取り囲まれた。

ギやチドリたちが近づいてきて、僕は

と、満ち潮に追い立てられるようにシ

にポツンと一人、流木に腰かけている

していた。大潮の日でした。広い干潟

干潟でシギやチドリを双眼鏡で見たり

長嶺 中学生の頃には家から近い海の

れられない光景がある。

鳥が大好きだった長嶺には、今でも忘

っ子として生まれた。子どもの頃から

（現うるま市）の農家の８人兄弟の末

１９６３年、中城湾に面した具志川市

然はものすごく変化していきました。

僕は小学校４年生。復帰後、沖縄の自

ん。沖縄が本土に復帰した１９７２年、

長嶺 はい。その光景は忘れられませ

間ですね。

渡邊 その後の人生が決まるような時

僕も家に帰りました。

び立ち、僕の目の前から消えました。

い。その瞬間、パーッといっせいに飛

がってくる前に飛び立たなきゃいけな

足も水に浸っていく。これ以上水が上

ない。さらに潮が満ちてきて、シギの

ている。でも僕は動けない。頭も掻け

シギが丸まった格好でクックッと動い

長嶺 本当に夢の中にいるようでした。

世界自然遺産に登録された沖縄島北部
（やんばる）
にいる
固有の希少種が天然記念物のヤンバルクイナだ。
長嶺隆さんは、
絶滅の危機に瀕していた
ヤンバルクイナを保全するため
人生のすべてをかけてきた。

長 嶺 隆 は、沖 縄 の 日 本 復 帰 以 前 の

から、身動きもできない。夕方で、足

干潟もどんどん埋め立てられていく。

なかぐす く

元にいるシギは寝ていました。

その変化の中で僕は鳥を見ていました。
僕と同級生の金城道男（現・どうぶつ
たちの病院 沖縄 副理事長）はやんば
るの生まれですが、中学生のときは名

隆

ＮＰＯ法人
どうぶつたちの病院 沖縄
理事長 獣医師
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「ヤンバルクイナ、新種発見」の
新聞記事に驚き、やんばるへ！
渡邊 まるで夢の中の世界ですね。

Takashi Nagamine

1963年２月、
日本復帰前の沖縄県志川市（現うるま市）
生まれ。
日本大学農獣医学部卒。2001年、
沖縄に戻り、
動物病院を開業。
ヤンバルクイナを絶滅から守るためのさまざまな活動を精力的に推進している。
NPO法人 どうぶつたちの病院 沖縄 理事長。

ヤンバルクイナの鳴き声が聞こえてくる、やんばるの森で。

でした。シロハラクイナという鳥が名
田聖子ちゃんのポスターの横に貼って

長嶺 それまで「禁鳥」と書いて、松

る新種ヤンバルクイナの発見だった。

護の１カ所にだけいて。金城道男たち
受験勉強していましたが、その年の

護にいて、鳥の世界ではすでに有名人

が初めて、その繁殖記録を出したんで

ていたので、離島の先生になって、鳥

負いテントを張り、離島には全て行っ

考えていた。子どもの頃にザックを背

学科を受験して理科の先生になろうと

高校時代の長嶺は、琉球大学の生物

です。とにかく行って、夜明けととも

が、その辺だったと知るのはあとから

イナが発見されて最初に観察されたの

って国頭村の安田に行ったんです。ク

やんばるにいました。友だちの車に乗

てがふっ飛んでしまい、気が付いたら、

月の新聞に「ヤンバルクイナ、新種発

を見たいと思ったからだ。
に偶然、ヤンバルクイナの姿を霧の中

す。すごいやつがいるなと思い、金城

長嶺 だけど、鳥しか見ていなくて全
に見たんです。時間にして１分あった

見」と出ていて、びっくりして、すべ

然勉強していないから、受験に失敗し
かどうか。何かをついばんでいたシー

道男に会いにいきました。

たんです。見事に落ちて、一浪してま
ンが脳裏に焼き付いてしまった。

長嶺 ボーッとしていたんでしょうね。

あ だ

た琉球大学を受けようと思っていたと
渡邊 見た後は、どんな感じでしたか。

それが１９８１年、山階鳥類研究所
帰ってきた僕の姿を見て姉が「そんな

くにがみそん

きに発見されたんです。

による、国内の鳥類では 年ぶりとな

るから食べてはいけるけど、やりがい
もあまり感じられず、 年近く離れて

めた。

いるペットの犬や猫にも興味が湧き始

に行くようになり、そこで治療されて

のときに野生動物を診る獣医師の病院

山階鳥類研究所にも通い始める。３年

て調べて、獣医になれば仕事で動物と

と言ったんです。それで、獣医につい

長嶺 集落内の飼い猫の無秩序な繁殖

しに帰ってきたんだろうと。診療でき

長嶺 生き物もいなくなってるし、何

自然はすっかり様変わりしていた。

縄は、実家の目の前の干潟もなくなり、

病院を開業した。しかし戻ってきた沖

沖縄に帰ってくると、うるま市で動物

なかった。十数年働き、２００１年に

長嶺は野生動物のことを忘れたことは

埼玉県の動物病院で勤務する間も、

整備や林道の開発に伴い、一般の人が

長嶺 都会の動物病院では真剣に小動

に瀕していた。

猫などが捕食したりして、絶滅の危機

ナは飛べない鳥なので、野生化した野

国の天然記念物であるヤンバルクイ

に目にして、大きな衝撃を受けました。

餌になっているという新聞記事を 月

そんなとき、ヤンバルクイナが野猫の

いた沖縄が嫌いになり始めていました。

都会から沖縄に戻ると、
ヤンバルクイナが野猫の餌食に

僕たちは獣医なので、まずは猫をちゃ

長嶺 そのときは、僕らの子どもたち

渡邊 行動が早いですね。

獣医師の会」を立ち上げ、若手を中心

のうちに「ヤンバルクイナたちを守る

く何かしなきゃいけないと思い、 月

の種の保存、絶滅回避のためにとにか

猫だったことは衝撃でした。野生動物

クイナを絶滅に追いやる原因の一つが

ありました。しかし一方で、ヤンバル

く安田に行き、安田区の区長と話をし

う」と書かれていた。長嶺は、さっそ

合が悪い猫は、動物病院に連れて行こ

飼い猫は家の中に入れてください。具

れていて、野猫の捕獲が始まるので、

田でもヤンバルクイナが野猫に食べら

間半かかる。その地域の回覧板に「安

一番近い名護の動物病院まで車で１時

てくれた。国頭村には動物病院もない。

た環境省のレンジャーが回覧板を見せ

そのとき国頭村の安田区に住んでい

てマイクロチップが全国的に義務化さ

２１年）の６月になって、法律によっ

ですが、日本ではようやく今年（２０

た。欧米では普通に行われていること

チップの埋め込みの処置を実施しまし

室では猫の去勢・不妊手術とマイクロ

正飼育のためのパネル展を開き、会議

ールでヤンバルクイナの現状と猫の適

２年３月 日に、安田地区公民館のホ

埋め込み処置をするわけです。２００

主責任を明確にするマイクロチップの

猫の不妊・去勢手術を実施して、飼い

によって野生化する猫が増えないよう、

で、ちょっと隔絶されたような環境の

ら外れて、さらに奥に入った集落なの

長嶺 そうですね。安田は幹線道路か

でしょうか。

在がヤンバルクイナといってもよいの

渡邊 自然に恵まれた安田の象徴的存

ようと。その手始めが安田区でした。

れで自分たちでできることはやってみ

き起こしている問題に間違いない。そ

なっていたのです。これは沖縄人が引

野生化した猫が増えて繁殖するように

林内へ飼い猫を捨てやすい状況となり、

やんばるの森林奥地に入りやすく、森

普通に猫がいて、林道にも森の中にも

ばるで夜間に車で道路を走っていると、

２０００年、２００１年には、やん

最初に制度化したのが安田なのです。

れることになりました。それを日本で

えてきたのだと思います。

ンバルクイナの郷」という意識が芽生

「ヤ
の活動をしたりしていくうちに、

う。そういうところで僕らと一緒に猫

イナもどんどん増えていったんでしょ

中で豊かな農地もあるし、ヤンバルク

山階鳥類研究所が採取した林道に落ち
ている糞の中からヤンバルクイナの羽

かった。もはや、ヤンバルクイナが住

を突きつけられると、その衝撃は大き

猫がヤンバルクイナを食べている証拠

長嶺 猫がいることは分かっていても、

が出たので、猫の糞だと確定された。

２０００年から環境省と沖縄県が、罠

クイナにとっては大きな脅威だった。

て北上を続けていた。これもヤンバル

南部に導入されたマングースが増殖し

除を目的として１９１０年に沖縄本島

野猫のほかにも、ハブやネズミの駆

が出てきた。糞を調べると猫のＤＮＡ

む地域の問題だけではなかった。道路

公民館での国際会議の結論
２０２１年には絶滅する

猫が結構いるような状態だったという。

24

うちなんちゅ

が中学生になる頃には、ヤンバルクイ

て、猫の適正飼育をしていくための手

に 人くらい集まりました。

ナは絶滅してしまうだろうと思った。

12

術をすることが決まった。

日本大学農獣医学部に進んだ長嶺は、

一緒にいられるなと思いました。

物の臨床に取り組んでいたので、ペッ
んと飼うことをしていこうと。

に鳥が好きなら、
獣医にでもなったら」

1 道路に出てきて餌を探すヤンバルク
イナ。2 ヤンバルクイナを救急救命す
るときの連絡先案内看板。

トの健康をサポートすることは意味が

20

1

そうしないためには何ができるのか。

12
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59

夜明けの霧の中に
ヤンバルクイナの
姿を見た

2

11

2005 年に国頭村安田区の元幼稚
園の建物を借りて「ヤンバルクイナ救
命救急センター」を開設した。

20

