
Ⅰ．はじめに

ツ シ マ ヤ マ ネ コ Prionailurus bengalensis 

euptilurusは日本国内では長崎県対馬のみに生

息するベンガルヤマネコの亜種であり，1980

年代から個体数の減少が確認されている（一般

財団法人自然環境研究センター 2013）．1994年

には種の保存法に基づき国内希少野生動植物種

に指定されており，1998年からは環境省レッ

ドリストにおいて絶滅危惧ⅠＡ類に指定されて

いる（環境省自然環境局野生生物課希少種保全

推進室 2014）．対馬は本来ひとつの島であった

が，1900年に運河の開削によって上島と下島

に分けられ，現在は 500 mの橋梁のみで接続さ

れている．したがって，事実上ツシマヤマネコ

の生息地は長期間分断された状態となってい

る．ツシマヤマネコの分布は上島に集中してお

り，2010年代前半の上島の生息個体数は約 70

頭または 100頭と推定され，2000年代前半か

ら推定生息数はほぼ同じ，もしくは一割程度の

減少となっている（一般財団法人自然環境研究

センター 2013）．下島では，2007年に 23年ぶ

りにツシマヤマネコが生息していることが自動

撮影調査によって確認されたが，個体数は極め

て少ないと推測されている．個体群の分断かつ

縮小が起こっているツシマヤマネコにとって，

まとまった個体数が残っている上島における生

息地保全は急務であるが，対馬の森林は 9割が

民有地である（篠原 2016）ため保護区の設定

は難しいのが現状である．

私達は 1990年代から対馬上島西部の志多留・

田ノ浜地域において，定住個体の行動圏空間配

置や個体の入れ替わりについての研究を継続し

て行っている．1つの地域に長期間行動圏を維

持する定住個体については十分なデータが蓄積

83

自然保護助成基金助成成果報告書 vol. 27 （2018）

ツシマヤマネコの分散行動と利用環境解析

ツシマヤマネコ保全生態研究グループ
中西　希 1・伊澤雅子 1

1980年代からツシマヤマネコの好適生息地の縮小と個体数の減少が確認されている．生息域が縮小し
た個体群にとって，生息地を継承し拡大することによって次世代を担う亜成獣の生存は極めて重要であ
る．したがって，本種を保全するためには亜成獣が分散中に利用する環境の保全が重要となるが，これ
までツシマヤマネコ亜成獣の分散に関する知見はほとんど得られていない．そこで本研究では，ラジオ・
トラッキング調査と自動撮影装置を用いて亜成獣の分散行動を記録し，亜成獣が分散中に利用する環境
を明らかにすることを目的とした．亜成獣オスは出生した冬期はある場所に留まり，春に長距離分散を
開始する傾向が示唆された．また，地形と植生の選択性は成獣と同じ傾向を示した．対馬北東部の地域は，
亜成獣の分散移動に頻繁に利用されていることが明らかになり，ツシマヤマネコ個体群を保全する上で
重要な地域であるといえる．
キーワード：亜成獣，対馬，ロードキル，ラジオ・トラッキング

第 27 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　国内研究助成

1: 琉球大学理学部
2017. 12. 4受付　2018. 12. 20公開



されてきたが，亜成獣や若齢個体などの定住地

を求めて移動し続ける分散個体についてのデー

タは不足している．また，個体群の次世代を担

い分布域の拡大を行う分散個体が，定住できる

までに一時的に生活する環境や移動経路の維持

は非常に重要であるが，これまであまり注目さ

れてこなかった．さらに，交通事故によって死

亡する個体の 72.5 %が 0歳～ 1歳の親から独

立後分散中の個体であることが報告されている

（中西ほか 2010）．ツシマヤマネコ個体群にとっ

て，次世代のリクルートに寄与する亜成獣や若

齢個体の保護と利用環境の保全の重要性と緊急

性は非常に高い．そこで本研究では，亜成獣分

散個体と定住個体の追跡調査を行い，亜成獣分

散個体の移動経路と利用環境の選択性を明らか

にし，ツシマヤマネコの生息地として保全すべ

き地域と環境を把握することを目的とした．

Ⅱ．方法

1. 調査地

長崎県対馬は，九州と朝鮮半島の間に位置す

る南北に細長い島である．月平均気温の最低は

5.7 ℃（1月），最高は 26.4 ℃（8月）であり，

冬は北西の風が強いが積雪は稀であり，夏は比

較的涼しく，平均年間降水量は 2,235 mmであ

る（1981～ 2010年，気象庁）．ツシマヤマネ

コの生息地としての島の面積は 692 km2であ

り，1900年に掘削された運河から北側を上島

（437 km2），南側を下島（255 km2）と呼ぶ．最

高峰は下島の矢立山（648.4 m）であり，上島

では中央部の御岳（479 m）が最も高い．上島，

下島共に山がちな地形であり，小規模な平地が

海岸沿いの谷間に点在する．人口は 31,550人

（2017年 3月現在，対馬市）で，そのうちおよ

そ 2/3は下島に居住する．海岸沿いの平地部に

集落が点在し，これらを結ぶ網目状の道路が島

全体に敷設されている（図 1）．

対馬上島の北西部に位置する佐護地区から志

多留・田ノ浜地区にかけての約 40 km2の地域

においてツシマヤマネコの捕獲と追跡調査を

行った（図 2）．佐護地区は対馬島内でも有数

の稲作地域であり，佐護川流域に広範囲に水田

が存在する．志多留・田ノ浜地区は調査地南部

に位置し，小規模な谷が水田として利用されて

いたが，近年稲作をやめた後の低湿草地が増加

している．調査地内の山地部は最高標高約 300 

mで照葉樹林とスギ・ヒノキの植林である針葉

樹林がモザイク状に存在する．植林地の林床で

はホダ木を用いたシイタケ栽培が盛んに行われ

ている．
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図 1　対馬の地形と道路網



2. 捕獲

2016年 12月に志多留・田ノ浜地区，2017年

2月に佐護地区において箱型捕獲器を用いツシ

マヤマネコの捕獲を行った．捕獲した個体は麻

酔処置の後，各部の計測を行い，首輪型電波発

信機を装着した．同時に獣医師による健康診断

と伝染性疾病（FIV, FeLV）の検査も行った．

成長途中の亜成獣には，電波発信機が 1年以内

に自然脱落するようにタコ糸を用いて首輪の固

定を行った．処置が完了した個体は，麻酔から

完全に覚醒したことを確認してから捕獲地点で

放逐した．ツシマヤマネコの捕獲は環境省と文

化庁の許可を得て行った．

3. ラジオ・トラッキング

発信機装着個体のラジオ・トラッキング調査

は，2017年 3-4月，6-7月，9月の 3回行った．

追跡個体の定位には，ポータブル受信機と三素

子ハンディ八木アンテナを用い，GPSによっ

て測位した 3カ所以上の位置から発信電波の方

位探査を行った．個体の定位は，3時間以上の

間隔を空けて連続 10日間行った．ツシマヤマ

ネコの個体位置は，ラジオテレメトリー解析ソ

フト Loas4.0を用いて算出した．各月の追跡期

間中の行動圏は最外殻法を用いて算出した．

4. 自動撮影

調査地内におけるツシマヤマネコの生息状況

と追跡期間外の発信機装着個体の動きを確認す

るために，赤外線センサー付き自動撮影カメラ

を設置した．志多留・田ノ浜地区には従来から

ツシマヤマネコの生息状況モニタリングのため

に 18カ所に自動撮影カメラが設置してある．

佐護地区には 2017年 12月から 11カ所に自動

撮影カメラを設置した．撮影されたツシマヤマ

ネコは発信機の有無と発信機の色によって個体

識別を行った．

5. 過去の亜成獣追跡データの統合と利用環境解

析

これまでに私達が追跡した亜成獣オス 3個体

（CMT-33，CMS-40，CMT-42）の行動圏と移動

経路について整理し，今回追跡した CMG-43

の追跡データと統合した．これらのデータを用

いて，亜成獣の利用環境解析を行った．環境デー

タは，標高，傾斜角，植生を用いた．標高と傾

斜角は国土地理院基盤地図情報・数値標高モデ

ルから算出した．また，植生データは環境省の

第 6回自然環境保全基礎調査から作成された植

生図を用いた．植生は広葉樹林，針葉樹林，竹

林，水田・低湿草地，耕作地・草地，集落・裸

地の 6タイプに再区分した．

亜成獣オスの環境選択性は，調査地内に 4個

体の亜成獣の追跡結果と同数のランダムプロッ

トを発生させ，亜成獣の利用プロットとランダ

ムプロットの環境を比較することで行った．各
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図 2　調査地



環境データについて，単変量で比較を行った．

各環境データの算出とプロットと環境データの

結合は地理情報システムソフト QGIS2.14を用

いて行った．

Ⅲ．結果

志多留・田ノ浜地区では成獣オス 2個体

（CMS-34，CMT-39），佐護地区では亜成獣オス

（CMG-43）と成獣オス（CMG-45）の計 4個体

が捕獲された．亜成獣オス（CMG-43）は体重

が 2,700 gであり，頭部および後足長の計測値

から 2016年春生まれと推定された．

1. 亜成獣オス CMG-43の動き

亜成獣 CMG-43は，2017年 3-4月には佐護

地区内の捕獲地点近くの水田を中心として行動

していた（図 3）．CMG-43の行動圏面積は 0.47 

km2で，隣の成獣オスCMG-45の行動圏面積4.43 

km2に比べて 1/10ほどの大きさだった．また，

CMG-45と行動圏は重ならなかった．その後，

5月 16日には 3-4月に利用していたのと同じ

水田において CMG-43の発信機からの電波を

受信し，この水田周辺にいることが確認された

が，5月 18日には約 6 km離れた志多留・田ノ

浜地区の自動撮影装置で撮影された．また，2

日後の 5月 20日には再び約 8 km離れた佐護地

区西北端で CMG-43の発信機からの電波を受

信した．1カ月後の 6月 22日には再び志多留・

田ノ浜地区に移動していることが確認され，そ

の後は 9月まで同地区に留まっていた．行動圏

面積は 6-7月には 0.42 km2だったが，9月には

0.28 km2と小さくなった．CMG-43の行動圏は，

6-7月には隣接する成獣オス CMS-34の行動圏

と大きく重複していたが，9月には CMG-43が

CMS-34との重複部分を利用しなくなり，行動

圏の重複はほとんどなくなった．

2. 志多留・田ノ浜の成獣オスの動き

2017年 3-4月には，志多留・田ノ浜に長期

定住している CMS-34と CMT-39が隣接して互

いにやや重複させた行動圏を維持していた．行

動圏面積は，CMS-34が 1.81 km2，CMT-39が 0.60 

km2で CMS-34が 2倍以上の行動圏を利用して

いた．その後，6月の追跡調査時には CMT-39

が 3-4月の行動圏内で死亡していることが確認

された．CMT-39は，環境省が設置している自

動撮影装置によって 5月中旬に生存が確認され

ていたことから，死亡時期は 5中旬から 6月中

旬であると推定された．CMT-39の死亡場所と

剖検結果から，自然死であると考えらえた．

3. 過去の亜成獣オスの動き

これまでに志多留・田ノ浜地区で捕獲された

亜成獣オス 3個体は，全ての個体が捕獲地点か

ら移動した後，1個体はもとの場所に戻ってき
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図 3　亜成獣オス CMG-43の分散行動



たが，他の 2個体は北上し，佐護地区まで移動

したことが確認された（図 4）．

志多留・田ノ浜地区で 12月に捕獲された

CMT-33は 2月に約 5 km北上したことが確認

された．4月には捕獲地点と北上地点との中間

付近で発信機の脱落を確認し，その後消息不明

であった．しかし同年 11月には，前年と同じ

場所で再捕獲され，その後死亡するまでの 5年

間志多留・田ノ浜地区に定住した．

CMS-40は 12月に捕獲された後，2-3月には

捕獲地点を含んだ比較的広い範囲を動いていた

が，5月には行動圏を約 1 km北側にシフトさせ，

2-3月に利用していた場所は使わなくなった．

その後 CMS-40の発信機からの電波を受信でき

ず行方不明であったが，同年 9月には 5月の行

動圏から約 5 km北西の佐護地区にいることが

確認された．

1月に捕獲された CMT-42は，5月には佐護

地区北西端まで移動していることが確認され

た．捕獲地点からの移動距離は約 9 kmであっ

た．その後 8月には 5月の行動圏内で死亡して

いるのが確認され，死亡時期は 6～ 7月と推定

された．死後時間が経っていたため死因は解明

できなかった．

4. 亜成獣の利用環境

亜成獣 4個体の追跡結果を統合し，個体位置

192プロットが得られた．亜成獣の利用した標

高は 28.8± 34.8（平均±標準偏差）m，傾斜角

は 15.2± 12.9 °だった．これに対してランダム

プロットの標高は 94.4± 58.9 m，傾斜角は

26.4± 13.5 °であった．亜成獣の利用地点とラ

ンダムプロット間では，標高と傾斜角共に有意

な差がみられ（標高：U=6396，p<0.01，傾斜角：

U=10099，p<0.01），各値の平均値は亜成獣の

利用地点の方が標高は低く，傾斜角はゆるやか

だった．

亜成獣は 6タイプ全ての植生を利用したのに

対し，ランダムプロットは竹林と耕作地・草地

の 2タイプには発生しなかった．各植生タイプ

が占める割合に亜成獣の利用地点とランダムプ

ロットの間で有意な差がみられたのは，広葉樹

林，針葉樹林，水田・低湿草地の 3タイプだっ

た（広葉樹林：G=6.87，p<0.01，針葉樹林：

G=14,9，p<0.01，水田・低湿草地：G=48.1，

p<0,01）．各植生タイプの利用が全体に占める

割合は，水田・低湿草地は亜成獣の利用の方が

ランダムプロットに比べ高かったが，広葉樹林

と針葉樹林はランダムプロットの方が高い値を

示した（水田・低湿草地：亜成獣；32.79 %，

ランダム；5.46 %，広葉樹林：亜成獣；40.98 %，

ランダム；54.64 %，針葉樹林：亜成獣；19.13 %，

ランダム；37.16 %）．竹林，耕作地・草地，集

落・裸地の 3タイプの利用とランダムプロット

の割合に差はみられなかった（竹林：G=1.39，

P=0.239，耕作地・草地：G=1.39，p=0.239，集落・
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図 4　過去に追跡した亜成獣 3個体の分散行動



裸地：G=2.41，p=0.121）．

Ⅳ．考察

1. 亜成獣オスの分散時期

ツシマヤマネコの繁殖スケジュールは明確に

は明らかになっていないが，これまでの幼獣の

保護や親子の目撃などから，2～ 4月が交尾期

で，4～ 6月頃の春に出産し，秋から冬にかけ

て親から仔が独立すると考えられている．同種

別亜種であるイリオモテヤマネコ P. b. 

iriomotensisの繁殖スケジュールは，2～ 4月が

交尾期，4～ 6月が出産のピークであり，約 4

カ月の育仔期間の後，8～ 12月に仔は母親か

ら独立する（Okamura et al. 2000）．イリオモテ

ヤマネコが生息する亜熱帯の西表島と温帯の対

馬では環境が異なり，対馬の方が冬の寒さが厳

しい．そのためイリオモテヤマネコよりもツシ

マヤマネコの方が出産期などの時期的なばらつ

きが小さい可能性も考えられる．ツシマヤマネ

コの捕獲調査は，繁殖行動を妨げないようにメ

スが妊娠・育仔中でないことが明らかな 12-1

月の冬期に行わなければならない．本研究で捕

獲した CMG-43は 2月初めに捕獲されたが，

メス個体の捕獲と麻酔処置をしないように細心

の注意を払った．これまでに追跡した亜成獣 3

個体も 12月もしくは 1月に捕獲し，この頃に

は母親から独立していたと考えられる．出生か

ら 1年経っていない個体は，体重や体サイズが

成獣に比べて明らかに軽く小さいため外見から

亜成獣であると判断できる．これら 4個体の亜

成獣の出生地や母親からの独立時期は不明であ

る．今回解析を行った 4個体のうち，捕獲地点

に戻ってきた CMT-33以外は成獣オスの行動圏

の長径をはるかに超えた長距離を捕獲地点とは

異なる場所に移動し，明らかな分散行動とみな

すことができた．長距離移動を行った 3個体の

うち CMS-40と CMG-43は捕獲後 2～ 3月ま

で同じ場所に留まっていたが，5月から長距離

移動を開始した．CMT-42は 1月の捕獲後追跡

が行えなかったが，5月に発見した場所は長距

離移動した先だった．これらのことから，ツシ

マヤマネコの亜成獣オスは，母親からの独立後，

冬期の間はある場所に留まった後に春から長距

離分散を行う傾向があることが示唆された．秋

に母親から独立した亜成獣がいきなり長距離移

動することは体力的に考えにくく，出生地周辺

で冬期を過ごすのではないかと思われるが，幼

獣期からの個体追跡を行わないと明らかにする

ことはできず，今後の課題である．

2. 亜成獣オスの行動圏

今回追跡した CMG-43の 2-3月の行動圏面積

は，隣接する成獣オス CMG-45に比べて極め

て小さかった．2-3月はツシマヤマネコの交尾

期であると考えられ，イリオモテヤマネコなど

単独性のネコ科動物の成獣オスは繁殖のためよ

り多くのメスを自分の行動圏内に確保しなけれ

ばならず，交尾期には行動圏が拡大することが

報告されている（Nakanishi et al. 2005）．出生し

て 1年未満の亜成獣である CMG-43は，小さ

な行動圏内で暮らしていたことから繁殖には参

加していなかったと考えられる．CMG-43は，

6月に志多留・田ノ浜地区に移動した後も 2-3

月とほぼ同じ大きさの行動圏を維持していた

が，9月にはさらに行動圏面積が縮小した．

CMG-43の 10日間の行動圏が 1 km2に満たな

いというのは，亜熱帯で餌条件が良い西表島に

生息するイリオモテヤマネコの成獣メスと比べ

ても小さく（Nakanishi et al. 2005），佐護地区と

志多留・田ノ浜地区の餌条件や生息環境が良好

であることを示していると言えるだろう．また，

2005年に佐護地区で 1歳の 11月（4月生まれ

として 2回目の冬）に鶏小屋に入り保護された

オスは，放逐された後，1歳の冬から 2歳の秋

まで同じ地域に平均 0.78± 0.26 km2の行動圏
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を維持していた（Oh et al. 2010）．この個体の

行動圏面積は CMG-43の行動圏面積よりはや

や大きいが，非繁殖期に 1 km2以下の行動圏で

暮らせていたということから，ツシマヤマネコ

の生息環境として佐護地区は 10年以上良好な

環境を保っていることが推察される．

これまでに追跡した亜成獣 4個体のうち，長

距離移動後の行動が追跡できたのは 2個体のみ

だった．CMG-43は 5月に佐護地区から志多留・

田ノ浜地区に一度移動してきた後，佐護地区に

戻り，6月には再び志多留・田ノ浜地区に移動

するという探索と思われる行動を示した．また，

6月に志多留・田ノ浜地区への移動後に行動圏

を持った場所は，5月中旬から 6月中旬に死亡

した成獣オス CMT-39が行動圏を維持していた

場所であった．CMT-39が死亡して空きスペー

スとなった場所に CMG-43が入り込んだのだ

と考えられる．隣接する CMS-34と 6-7月には

行動圏が重複していたが，9月には互いにほぼ

排他的な行動圏を持ったことから CMG-43は

今後ここに定住する可能性が高いと考えらえ

た．ツシマヤマネコの定住オスが排他的な行動

圏を維持することから，CMT-39が死亡してい

なかったら，CMG-43は定住地を求めて移動を

続けていた可能性がある．亜成獣オスがどのよ

うにして定住地を探しあてるのかは，今後さら

なる追跡データの蓄積が待たれる．

移動後の行動が追跡できたもう 1個体は，他

の 3個体とは異なり冬期の捕獲地点に戻ってき

た CMT-33であり，老齢の定住オスが存在した

が志多留・田ノ浜地区に定着し，死亡するまで

同じ場所に定住した．他の個体のように CMT-

33が冬期滞在場所から長距離移動し別の地区

へ移動しなかった理由は現在のところ不明であ

り，先述したように亜成獣オスの定住地選択に

ついてはより多くの亜成獣オスの追跡データの

蓄積が必要である．

3. 亜成獣オスの環境選択

亜成獣オス 4個体の利用した環境の選択性を

標高，傾斜角，植生について解析した結果，標

高が低く，傾斜角が緩やかな場所を選択してい

ることが明らかになった．また，植生では照葉

樹林と針葉樹林を忌避し，水田・低湿草地を選

択して利用していることが明らかになった．志

多留・田ノ浜地区において成獣個体の利用環境

の選択性を解析した結果でも，低い標高と緩や

かな傾斜角が選択されていた（渡辺ほか

2003）．また，植生においても照葉樹林と針葉

樹林を忌避し，水田・低湿草地と耕作地・草地

を選択していた（渡辺ほか 2003）．このことか

ら，単変量での解析では標高，傾斜角，植生と

もにツシマヤマネコの亜成獣オスは成獣と同様

の環境を選択していたことが明らかになった．

今回は詳細な移動経路を把握することはできな

かったが，短期的に亜成獣オスが滞在する環境

が成獣と同様の環境を選択しているということ

が示唆された．実際に今回追跡した亜成獣オス

が利用していた環境は，他の定住個体が利用し

ている環境であった．ツシマヤマネコの定住個

体は同性間で排他的な行動圏を持つので，亜成

獣の成長と共に定住個体から排除されることに

なると考えられる．亜成獣オスが短期間で別の

場所に移動するのは，そこに生息する成獣オス

との干渉が存在するのかもしれない．ただ，短

期間であれ亜成獣オスは成獣と同じ環境を利用

しており，成獣から排除されて異なる環境を利

用しているわけではなかった．分散の移動に利

用する環境を詳細に調べるためには，連続して

個体の位置データが蓄積される GPS受信機が

ツシマヤマネコに装着できるように軽量化かつ

長寿命化が待たれる．また，より詳細な環境選

択を明らかにするには，亜成獣の行動に影響を

及ぼすと考えられる環境データがさらに必要と

なり，それらを複合的に解析しなければならな
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い．現段階で，既存の地図データから利用可能

な情報が限られているため，ツシマヤマネコの

生息環境内で環境選択に影響を与えていると考

えられる情報を現地で収集しなければならな

い．

4. 亜成獣とその生息環境の保全にむけて

本研究では，これまで偶発的にしか追跡でき

ていなかったツシマヤマネコの亜成獣オスの分

散行動を記録し，環境選択の傾向を明らかにす

ることができた．そのなかでも，亜成獣オスは

生まれて初めての冬はある場所に留まり，春に

長距離移動（分散）を開始する傾向があること

と，亜成獣オスは成獣と地形と植生からみると

同様の環境を利用するという新しい知見が得ら

れた．また，本研究の調査地内では，追跡した

亜成獣オスは全個体が南北に移動し，西側の山

地部に分散する個体はいなかった．亜成獣オス

が利用していた環境から低標高でなだらかな地

形を好むことが示唆されたことから，上島中央

の山地部は移動の障壁になっている可能性が考

えられた．志多留・田ノ浜地区と佐護地区をつ

なぐ対馬上島北西部は亜成獣オスの分散経路と

して頻繁に利用されている可能性が高い．これ

までにこの 2地区間の山林ではツシマヤマネコ

の捕獲・追跡調査はほとんど行われておらず，

どのような個体が生息しているのかは不明であ

るが，確実に定住個体が生息し，繁殖が行われ

ている志多留・田ノ浜地区と佐護地区を結ぶ重

要な地域であると言える．また，亜成獣は緩や

かな傾斜を好むことから歩いやすいエネルギー

効率の良い環境を選択して移動している可能性

も考えられた．今後は，低標高かつ緩やかな地

形や，低湿草原の連続性などを考慮した移動経

路の抽出や環境解析を行う必要がある．

現在，ツシマヤマネコの亜成獣の生存率に最

も大きな影響を与えているのは交通事故であ

る．記録を取り始めた 1992年以降 107件の交

通事故が発生し，98個体が死亡した（対馬野

生生物保護センター HP http://kyushu.env.go.jp/

twcc/accident/index.html，2017年 11月 9日閲覧）．

交通事故に遭遇している個体の大半は亜成獣で

あり，2008年までには交通事故死亡個体の

72.5 %が 0～ 1歳の個体だった（中西ほか

2010）．また，亜成獣が交通事故に遭遇する時

期は 10～ 12月に集中している（中西ほか

2010）．母親から独立し，分散を始めるため亜

成獣が交通事故に遭遇しやすいのではないかと

予測されたが，本研究では亜成獣オスの長距離

移動は春に開始される傾向があることが明らか

になったことから，冬期の間留まっている場所

で交通事故に遭遇している可能性が高くなっ

た．冬期の間に留まっている場所が，出生地周

辺なのか，秋から冬にかけてすでにある程度分

散行動を行っているのかどうかは不明である．

近年外見から成獣と判断される個体の交通事故

件数が増加している（対馬野生生物保護セン

タ ー HP http://kyushu.env.go.jp/twcc/accident/

index.html，2017年 11月 9日閲覧）．ツシマヤ

マネコは出生から 2回目の冬（1歳半～ 2歳）

になると体サイズは成獣と変らなくなる．しか

し，定住地を発見し定住するまでにどのくらい

の年月を要するのかは明らかになっておらず，

成獣と記録された個体でも分散途中である可能

性がある．2008年までは 2～ 4歳の成獣は交

通事故に遭遇しておらず，亜成獣と 5歳以上の

比較的老齢の個体だけが交通事故死していた

（中西ほか 2010）．2009年以降も 2008年までと

同様の傾向があるのか，2000年代前半から

2010年代前半にかけてツシマヤマネコの分布

域が広がった（一般財団法人自然環境研究セン

ター 2013）ことから交通事故に遭遇する個体

の齢やタイプが変化している可能性も考慮し，

交通事故死体の年齢査定と交通事故現場の環境

解析が必要である．
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Dispersal movements and habitat selection of the Tsushima leopard cat

NAKANISHI Nozomi and IZAWA Masako

The population of the Tsushima leopard cat has decreased and their suitable habitats have contracted since the 
1980s. Survivals of sub adults who represent the next generation to inherit and expand their habitats are extremely 
important for the decreased population. Few studies, however, have addressed on sub adult dispersal, although 
preservation of habitats where sub adults utilize during their dispersion is necessary for the conservation of the 
Tsushima leopard cat. In this study, we attempted to find out dispersal movements of subadult Tsushima leopard cats 
and to analyze their habitat selection. Male sub adult cats stayed in a certain area during their first winter and started 
long-distance dispersal in spring. And they showed the same habitat selection as adults. Our data indicated that sub 
adults utilize the northwestern part of Tsushima islands frequently for their dispersal. We stress that this area is 
important for the conservation of the population of the Tsushima leopard cat.
Keywords: Subadults, Tsushima islands, Roadkill, Radio-tracking
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