
 
 

Ⅳ TWCC の取り組み②－調査研究活動－ Tsushima Wildlife Conservation Center 

1. 野生生物生息情報の収集 

 
TWCC では平成 9 年の開所以来、ツシマヤマネコの生息状況をモニタリングするた

め、ツシマヤマネコをはじめとする野生生物の目撃情報を収集しています。 
平成 17 年度において、確実にツシマヤマネコと思われる目撃情報が、全部で 28 件

寄せられました。目撃の大半が棹崎公園周辺に集中していますが、これは職員による

目撃が多いためです。今後はより多くの方からの、広範囲な目撃情報の収集を行って

ゆく必要があります。 
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H17.10月中旬 7：00頃 

 （弓ノ原） 

H17.11.19 11：00 

上県町樫滝

 上対馬町茂木～五根緒

H18.1.1 23：40 

 上対馬町豊砲台入口 

H17.11.13 10：00頃 

 上県町井口浜付近 

H17.6.16 23：40 

 上県町韓国展望所付近

H17.8.30 14：00頃 

・H17.6.24  22:00 

・H17.7.31  20:32 

・H17.8.10  20:23 

・H17.8.11  19:06 

・H17.8.16  22:30 

・H17.9.15  19:36 

・H17.10.3   8:22 

・H17.11.3   0:30 

・H17.11.4  20:30 

・H17.11.21 18:42 

・H17.11.23 21:02 

・H17.11.24 19:20 

・H17.11.25  21:23 

・H17.12.1   19:20 

・H17.12.16  18:25 

・H18.2.20    1:00頃 

・H18.2.21   20:00頃 

・H18.2.24   19:00頃 

・H18.2.25    2:30 

・H18.3.24   20:15 

・H18.3.26   19:58 

図Ⅳ－1 平成 17 年度ツシマヤマネコ目撃情報図 

 上県町佐護椋梨 
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今年度、下島でのヤマネコの目撃情報が 1 件寄せられましたが、確実なヤマネコの情報（保

護個体や死体、糞等の痕跡）は見つかりませんでした。今後、TWCC では下島での情報収集

に力を入れていく予定です。ヤマネコらしき動物を目撃された方は、TWCC まで是非ご連絡

下さい。また、ツシマヤマネコだけでなく、あらゆる生き物の情報をお待ちしています。 

 
下島では…  
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2. 交通事故現場調査 

 
平成 17 年度は 5 件のヤマネコの交通死

亡事故が確認されました。TWCC では、

事故が起きた現場で、道路の構造や周囲

の状況（植生や痕跡）等について調査を

行っています。これまでの傾向として、

交通事故は見通しの悪いカーブや、周辺

に河川や田畑がある地域で多く起こって

います。今後もデータをさらに蓄積して

ゆくことにより、交通事故防止に役立て

てゆく予定です。 
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図Ⅳ－2 ツシマヤマネコ交通事故件数の推移

平成17年度、これらの調査結果をもとに、長崎県対馬地方局が主体となってヤマネ

コの交通事故が多発しているエリアに、動物用の反射板を設置しました。この反射板

は、車のライトに反射した光で、ヤマネコやその他の動物たちに注意を促すものです。 
また平成18年度からは「対馬野生動物交通事故対策連絡会議」（仮称）が設置され、

本格的な交通事故対策が進められる予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H18.3.29 ♀ 成獣  
上対馬町三宇田H17.8.6  ♂ 幼獣  

上県町仁田ノ内  

H17.10.16  ♂ 亜成獣  
上  

H17.4.29 ♂ 成獣  
上対馬町舟志

県町御嶽公園付近

 反射板  
峰町大久保  

図Ⅳ－3 ツシマヤマネコ交通事故地点 
反射板  

上県町樫滝  

H17.12.29 ♀ 亜成獣  
上対馬町香ノ木山トンネル
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3. 家禽被害及び鶏小屋調査 

 

(1) 調査目的 
 
この調査は、野生動物による家禽（鶏）被害と狩猟罠（とらばさみ）による錯誤捕

獲の防止、そして人為的な餌に依存することによる生態の攪乱防止を目的とし、被害

と鶏小屋の構造の現況を把握するために実施したものです。 
平成 9 年の TWCC 開所以来、ツシマヤマネコが鶏小屋付近の狩猟罠（とらばさみや

箱わな）に掛かったり、鶏を襲って小屋から出られなくなり保護収容されたケースが

18 件ありました。そのうち 6 件がとらばさみによる錯誤捕獲で、ツシマヤマネコに致

命的なダメージを与えたこともありました。   
 鶏が襲われれば、飼い主がそれを守ろうとするのは当然のことです。しかし、襲っ

た個体を捕獲しても、まわりにいるツシマテンやイタチ等他の野生動物が被害を引き

起こす可能性は消えません。また、罠を仕掛けても、襲った個体だけが掛かるとは限

りません。鶏の被害を防ぎ、人も野生動物も安心して暮らせるようになるには、罠に

よる駆除ではなく、鶏小屋の補強・工夫がより効果的です。一方、野生動物が飼育さ

れている鶏を餌として依存することは本来の生態（食性や行動）を攪乱するおそれも

あり、その生態を守るためにも家禽被害を防ぐことが大切です。 
 

表Ⅳ－1 TWCC 開所以降の家禽被害等による保護件数 

集落名 保護収容日 個体番号 年令 性別 保護要因 保護場所・その他

豊玉町仁位 H10.12.10 Mn-04 成獣 ♂ 鶏小屋を襲う 鶏舎で保護。→H10.12.19放逐。

豊玉町仁位 H10.12.23 Mn-04 成獣 ♂
鶏小屋を襲う、
とらばさみ

鶏舎で保護。H10.12.23福岡市動物園に移送･治療。
H11.1.11TWCCに移送→H11.3.3野外復帰。

上対馬町網代 H11.2.16 Mh-03 亜成獣？ ♂ 鶏小屋を襲う
鶏舎で保護。発見は2.15夜。そのまま同日（2.16）放逐。
H10.11.17ファウンダ用として浜久須で捕獲→H10.12.3に
発信機装着後放逐。

上県町瀬田 H11.5.11 Mn-04 成獣 ♂ とらばさみ
鶏舎のとらばさみ。H11.5.17福岡市動物園に移送、
H11.5.19死亡。

上県町友谷 H12.12.20 Mt-09 成獣 ♂ 箱わな錯誤捕獲
鶏舎近くの箱わな。FIV感染個体。現在、TWCCで飼育・
展示中（つしまる）。

上県町深山 H13.12.28 Mm-10 成獣 ♂ 箱わな錯誤捕獲 鶏舎近くの箱わな。H13.12.29放逐。

峰町志多賀 H13.12.30 Fs-11 亜成獣 ♀ とらばさみ
鶏舎のとらばさみ。H14.5.30福岡市動物園に移送。
H16.1.24ペアリング中にオスに襲われ死亡。

上県町田ノ浜 H14.1.11 CFS-14 成獣 ♀ とらばさみ
鶏舎のとらばさみ。H14.1.17に福岡市動物園へ移送。同
日H14.1.17死亡。琉球大追跡個体。

上県町深山 H14.3.4 Mm-10 成獣 ♂ 箱わな錯誤捕獲
鶏舎近くの箱わな。H13.12.28にも同じ場所で捕獲されて
いる。→H14.3.4放逐。

上県町友谷 H14.8.11 Mm-13 成獣 ♂ 鶏小屋襲う
鶏舎で保護。H14.8.28収容中にケージから脱走、そのま
ま放逐。

上県町深山 H14.11.28 Mm-18 成獣 ♂ 箱わな錯誤捕獲 鶏舎近くの箱わな。H14.11.29に捕獲場所にて放逐。

上県町友谷 H15.12.15 Mm-13 成獣 ♂ 鶏小屋を襲う
鶏舎で保護。発信器装着個体（保護）。→H15.12.28放
逐、モニタリング継続中。

上県町友谷 H16.11.3 Mm-13 成獣 ♂ 鶏小屋を襲う 鶏舎で保護。4回目の保護。TWCCで飼育中。

上県町湊 H16.11.22 Mm-22 成獣 ♂ 鶏小屋を襲う
鶏舎で保護。TWCCで飼育後、H16.12.13放逐。発信機
装着してモニタリング。

上県町越高 H16.11.28 Mk-23 亜成獣 ♂ とらばさみ 民家裏のとらばさみ。H16.12.12死亡。

上県町瀬田 H17.2.3 CMM-19 成獣 ♂ とらばさみ 鶏舎のとらばさみ。TWCCで治療後、H17.5.16放逐。

上県町深山 H17.3.14 Fm-28 成獣 ♀ 箱わな錯誤捕獲 鶏舎近くの箱わな。TWCCで飼育中。

上県町樫滝 H17.4.5 Mk-29 亜成獣 ♂ 箱わな錯誤捕獲 鶏舎近くの箱わな。H17.4.26放逐。  
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(2) 調査内容 
 
・調査期間：平成 17 年 8 月～9 月 
・調査対象：対馬市上県町佐護湊・友谷・井口地区   

27 軒 
・調査項目：家禽被害状況および鶏舎構造、  

周囲環境 
 

とらばさみにより後足を切断した 

ツシマヤマネコ (3) 調査結果 
 

調査の結果、被害があったところ・なかったところの小屋の構造や工夫の違いを把

握することができました。また、鶏を飼われている方々が持っている被害対策の知恵

やアイデアを学び取ることができました。 

調査後は、協力していただいた方々へ被害危険箇所や補強案を示した「ニワトリ小

屋診断書」を手渡し、小屋の点検や補強、被害時の情報提供をお願いしました。 

今後、TWCC ではこれらの結果をもとに、野生動物が入り込みそうな箇所の改善案

や補強・工夫の事例を示すなど、具体的かつ効果的な対策を進めてゆく予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 鶏小屋調査の様子 

 実習生に協力していただきました 

 
ニワトリ小屋診断書  

 
 
 
 
 
 

 
万一錯誤捕獲があった場合でも、故意でない限り罰せられることはありませんので（交通

事故も同じです）、TWCC にご連絡いただきますようお願い致します。 
 

※野生鳥獣の捕獲は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（通称：鳥獣保護法）に

基づく捕獲許可又は狩猟者登録がない場合は、原則禁止されています。 

お願い！ 
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4. ツシマヤマネコの観察 

 

TWCC では、ツシマヤマネコの飼育を行うにあたり、日々のヤマネコの体調や行動

を記録しています。飼育個体は野生個体と異なり、同じ個体を年間を通して観察する

ことができるため、様々な情報を得ることができます。観察から得られた情報は、飼

育個体の健康管理を行う上で重要な基礎的資料となるほか、今後の飼育施設建設や飼

育環境の改善を行う上でも参考となります。また、適切な健康管理や環境の改善は飼

育下繁殖の効率化にも繋がると考えています。 
今後、観察と記録を長期的に継続し、観察で得られた結果を考察する予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 年間を通じた生理的な身体の変化について 

毎日の体重測定の記録から、それぞれの個体の一年を通じた体重変動

や、体重変動と気温との関係を調べています。また、冬毛から夏毛、夏毛

から冬毛への換毛を観察し、換毛の時期と部位、換毛と気温の関係につい

て調べています。 
 繁殖期に伴う行動の変化について 

繁殖期に見られる行動の変化を観察し、発情行動の開始・終了時期、

他個体の行動や気温との関係を調べています。 
 飼育場内において日常的に利用する環境について 

飼育場の構造物の利用方法や遊びの行動を観察し、ヤマネコが好む構

造物の空間配置などを考察する予定です。 
 飼育下のツシマヤマネコの症例と治療について 

今後、ツシマヤマネコの症例とその治療方法についての記録を蓄積し、

ツシマヤマネコの体調と季節及び環境の変化との関係について調べる予

定です。 

研 究 課 題 

ツシマヤマネコの換毛  

Fk-21 の冬毛（左）と夏毛（右）
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5. 人工繁殖技術研究 

 
野生のツシマヤマネコの個体数は現在 80～110 頭と推定され、生息地の中でヤマネ

コを守ることは最も優先される課題です。しかし、その保護対策だけでは、野生下個

体群の維持・回復は困難と考えられます。そこで環境省では、福岡市動物園とともに、

「緊急避難的な種の保存」、「飼育下繁殖個体の再導入による野生下個体群の維持・回

復」を目的とした飼育下繁殖事業を平成 8 年度より行っています。 
その一環として、TWCCでは、神戸大学農学部・楠比呂志助教授の協力を得ながら、

飼育下繁殖個体群の遺伝的多様性の維持を目的とした遺伝子資源の保存や人工繁殖技

術研究 Ⅳ -1)（生体及び死体からの配偶子の収集・保存技術や人工授精技術などの研究開

発）に取り組んでいます。 
平成 17 年度は、回収された 7 頭のツシマヤマネコの死体のうち、5 頭の配偶子の収

集を行い、3 頭の配偶子の保存に成功しました。また、平成 18 年 3 月 22 日に TWCC
で飼育している Mm-13 と No.12 の精液採取（経直腸電気射精法による）を行いました。  

 
Ⅳ -1)  「近親交配」の度合いが高まると、繁殖障害や生存率の低下など「近交弱勢」が生じ、絶

滅のリスクが高まると考えられています。人工繁殖技術研究は、近交弱勢を避け、安定した飼

育下個体群の確立のために行われるものです。 
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