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平成 7 年 7 月 17 日官報告示（「種の保存法」第 45 条に基づく） 

 

ツシマヤマネコ保護増殖事業計画  
 

環   境   庁 

農 林 水 産 省 

 

第１ 事業の目標 

ツシマヤマネコは、長崎県対馬にのみ生息するネコ科の動物で、かつては、対馬島内

全域にわたり広く分布していたが、生息環境の悪化等により、個体数の減少が進み、現

在、個体数は 100 頭弱と推定されている。また、比較的多くの生息が確認できるのは、

対馬北部地域に限定され、南部地域や中央部地域では生息密度が極めて低い状況にある。 

本事業は、本種の生息状況の把握と監視に努めつつ、島内の生息地において本種の生

息に必要な環境条件の維持・改善及び生息を圧迫する要因の軽減・除去等を図り、また、

飼育繁殖個体の再導入を含めた野外個体群の回復等を図ることにより、本種が自然状態

で安定的に存続できる状態になることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

主として長崎県対馬 

 

第３ 事業の内容 

 

１ 生息状況の把握・モニタリング 

本種の生息状況を常時監視しつつ、保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、

以下の調査を行う。 

 

（１）島内での分布状況の動向の継続的把握 

これまでの調査研究により、本種の島内での分布状況及びその動向が把握され

てきているが、今後とも、自動撮影、痕跡調査等により、本種の分布状況の動向

を継続的に把握する。 

 

（２）生息状況のモニタリング 

島内での分布を考慮して調査区を設定し、自動撮影、ラジオトラッキング等に

より、個体識別及び行動追跡を継続的に行いつつ、個体数、行動圏、繁殖、移動

分散等の本種の生息状況に関する情報の蓄積及びモニタリングを行う。その結果、

個体数等に憂慮すべき変化が見られた場合には、緊急調査の実施を含め必要な対

策を講ずる。 

 



（３）個体の健全性の把握 

保護・死亡個体や調査のために捕獲される個体について、病理・寄生虫検査を

実施し、伝染性の疾病の侵入・流行を監視するなど、個体の健全性に関する分析

を行う。検査の結果、本種の生存を脅かすような伝染性疾病の病原体や発病が確

認された場合は、緊急調査の実施を含め必要な対策を講ずる。 

なお、死亡個体については、生物学的資料の蓄積のため、可能な場合には、回

収し適切に保存するものとする。また、病理・寄生虫検査のほかに、本種の遺伝

的な多様性に関する情報の収集及び分析を進める。 

 

２ 生息地における生息環境の維持・改善 

本種の自然状態での安定した存続のためには、本種を食物連鎖の頂点とする多様な

餌動物を含む生態系全体を良好な状態に保つことが必要である。 

このため、本種の生息にとって良好な環境条件を備えた地域については、その状態

を維持し、また、各種の土地利用、営農形態の変化等に伴い、生息環境が悪化し、個

体群の維持上影響が生じている地域については、その悪化の程度に応じて、採餌、休

息、繁殖等の活動や個体の移動分散・交流を可能とするための生息環境の改善・回復

を図る。 

具体的には、次のように生息環境の状況に応じて適切な対策を講ずる。 

 

（１）島内の低標高部で入り組んだ沢や谷地形を有しており、植生としてはコナ

ラを主体とした森林に耕作地を含む草地や低湿地が混在し、アカネズミ、ヒメネ

ズミ等の餌動物が豊富である地域など本種の生息にとって良好な環境条件を備え、

良好な生息状況のみられる地域については、その生息環境を維持し、必要に応じ

て改善する。 

 

（２）本種にとって生息環境の悪化がみられる地域であって、生息適地の拡大、

個体の移動分散等の観点から島内個体群の維持上必要な地域については、自然的

社会的条件を踏まえつつ、本種の生息に適した広葉樹を主体とした多様な森林の

育成、小規模な草地や低湿地の整備等を行うことにより、生息環境の改善・回復

を図る。また、生息域に介在する農用地等の開けた空間において、農用地間や河

川沿いの樹林等を維持、育成することなどにより、個体の移動分散・交流のため

の経路を確保する。 

 

これらの生息環境の維持・改善のための事業は、本種の生態特性及び事業の実施が

本種を含む生物群集に及ぼす影響を考慮し、効果的な実施方法の検討・見直しを行い、

長期的な視点に立って進めるものとする。その際、地域の協力体制の確立に努める。 

また、本種の生息地及びその周辺での土地利用や事業活動の実施に当たっては、重

 



要な餌場や移動経路等本種の生息に必要な環境条件を確保するための配慮が払われ

るよう努める。 

 

３ 飼育下での繁殖 

本種の個体数は減少傾向にあり、特に対馬南部地域や中央部地域の個体群は生息密

度が低い。このため、生息地における保護対策の強化だけでは、これらの地域の個体

数の回復は困難と考えられることから、飼育繁殖個体の再導入による野外個体群の回

復を目的とした飼育下での繁殖を行う。また、併せて、伝染性の疾病の侵入、流行等

による野外個体群の急激な減少に備えるため、飼育下での個体の集団の維持・充実を

図るものとする。 

この事業は、島内の個体の一部を捕獲し、適切な施設に搬入することにより行うも

のとするが、必要な個体の捕獲は、野外個体群への影響を最小限にとどめるよう、最

新の生息状況を踏まえつつ、段階的に実施する。また、初期の段階は、人工繁殖技術

の確立のための飼育繁殖研究として位置づけて行うものとする。 

また、飼育下の集団の近親交配による遺伝的な弊害や疾病等による集団の全滅の危

険を防止するため、血統に配慮して飼育繁殖の母体となる集団を段階的に確保するよ

う努めるとともに、繁殖成績に応じて複数の飼育施設間で適切な血統管理を行うもの

とする。 

 

４ 飼育繁殖個体の再導入を含む野外個体群の回復 

対馬南部地域や中央部地域を中心に、野外個体群が既に絶滅した地域あるいは減少

が著しい地域において、上記２に示した生息環境の改善・回復を図り、また、上記３

による飼育下の集団の維持の目途が立った段階で、飼育繁殖個体を再導入することに

より、野外個体群の回復を図る。 

この際、島内の適切な施設において、野生復帰のためのリハビリテ－ションを事前

に行うとともに、再導入個体の選定に当たっては、個体の血統関係に留意する。また、

再導入を行う個体の行動や再導入を行う地域の生物群集に及ぼす影響に関する継続

的な追跡調査を行うものとする。 

   

５ その他 

（１）事故防止対策 

交通事故の防止のため、道路上での目撃情報を収集し、交通事故の多発が予想さ

れる区間については、関係機関の協力を得て、施設の改善、注意標識の設置等の対

策を講ずる。 

 

（２）傷病個体の救護及びリハビリテーション 

傷病個体の救護及びリハビリテーションについては、適切な実施体制を整備しつ

 



つ、その充実に努め、野外での生活が可能な状態に回復した場合には、原則として

野外へ帰すものとする。ただし、上記３の飼育下での繁殖のための個体の確保が必

要な場合には、健康を回復した傷病個体の活用を図ることを検討する。 

 

（３）生息地における監視 

本種の生息及び繁殖に悪影響を及ぼす行為を防止するために、生息地における監視

を行う。 

 

（４）移入種等による影響の防止 

生態的競合等による影響を及ぼすことや疾病感染の原因となることが懸念され

るノイヌ、ノネコその他の移入種について、その侵入状況や影響を監視しつつ、飼

育動物の適切な管理の徹底や野外からの除去等の影響防止策を検討し、適切な対策

を講ずる。 

猟犬については、その適切な管理の徹底を図るとともに、特に出産時期を中心に、

本種の繁殖上重要な地域に猟犬が侵入することを避けるための対策を講ずる。 

また、疾病感染の原因となる可能性の高いイエネコについては、伝染性疾病の病

原体の保有状況を定期的に検査し、本種の生存を脅かすような伝染性疾病の病原体

や発病が確認された場合には、適切な対策を講ずる。 

 

（５）普及啓発の推進 

本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、

関係行政機関、関係地域の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。こ

のため、本種の生息状況及び保護の必要性、保護増殖事業の実施状況等に関する普

及啓発を推進し、本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛けることとする。また、

関係地域の公共施設において本種の理解を深めるための活動を行うことなどによ

り、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよう努める。 

 

（６）効果的な事業の推進のための連携の確保 

本事業の実施に当たっては、事業にかかわる国、長崎県及び関係町の各行政機

関、本種の生態等に関する研究者、飼育繁殖にかかわる機関並びに本種の生息地及

びその周辺地域の住民等の関係者間の連携を図り、効果的に事業が推進されるよう

努める。 

 

 

 

 

 



ツシマヤマネコ生息状況等調査結果概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境省としては、今回の調査結果をツシマヤマネコの保護対策の為の重要な基礎

資料として活用していきたいと考えています。 

また、1990 年代まで確認できていた対馬の下島における分布については、確実に

ヤマネコが生息しているとの情報を得ることができませんでした。 

調査の結果、ツシマヤマネコの生息数は 80～110 頭と推定され、また 1980 年代

以降ツシマヤマネコの生息頭数が減少傾向にあることが示唆されました。 

環境省では、ツシマヤマネコについての生息状況の調査を平成 14～16 年度にかけ

て実施してきましたが、その結果概要がまとまりましたのでお知らせします。 

 
1. ツシマヤマネコとは 
  

ツシマヤマネコは、我が国では長崎県対馬にのみ分布しており、レッドデータブック

では最も絶滅のおそれの高い絶滅危惧ⅠA 類に分類されている。 
平成 6 年に絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（「種の保存法」）

の国内希少野生動植物種に指定され、平成 7 年に保護増殖事業計画を策定している。 
我が国において、野生下における絶滅が最も強く危惧されている哺乳類の一つである

ことから、野生個体の保護、生息調査や生息地の改善等を推進するとともに福岡市動物

園において繁殖事業を進めており、今後、飼育下における繁殖個体の野生復帰（再導入）

事業に取り組む予定である。 
 生息情報

密度分布図（3 章） 

分布および推定生息

頭数の推移（5 章）

保護マップ作成に

向けた検討（6 章）

生息密度 

生息分布図（2 章）

生息頭数推定（4 章） 

密度指数 

糞の種判別

（DNA 分析）

痕跡調査 

２．調査結果の概要 
 
 ツシマヤマネコに関する総合的な環境

省の調査としては、昭和 60 年度から 3 か

年（S60～62 年度）にわたり実施したツシ

マヤマネコ生息環境等調査（以下第一次調

査）及び平成 6 年度から 3 か年（H6～8
年度）にわたり実施したツシマヤマネコ第

二次生息特別調査（以下第二次調査）があ

る。 
平成14年度から16年度まで実施した今

回の調査は、総合的な生息調査としては 3
回目であり、前回の調査から約 8 年ぶりと

なる。 
 調査結果の概要は以下のとおりである。 
 

図 1. 調査フロー  



(1) 生息分布図の作成 
 
平成 12 年度以降における、確実な生息情報として、対

馬の上島及び下島において、保護・捕獲、死体、自動撮

影及びDNA分析による糞の情報＊を収集することにより、

生息分布図を作成した（右図）。 
その結果、上島については、ほぼ全域にツシマヤマネ

コが生息していることが明らかになった。 
一方、前回調査まで何らかの生息情報が得られていた

下島については、ごく一部の地域でヤマネコの可能性の

ある糞が採取されたが、DNA 破損等の要因で読み取れな

かったため、最終的にツシマヤマネコの糞であるか否か

の確認ができず、ヤマネコの生息の有無について、確実

な生息情報を得ることができなかった。 
 図 2. 2000 年代前半の生息分布図 
 生息情報が無いメッシュでも、その周

囲8メッシュのうち生息確認が3メッシ

ュ以上ある場合は生息の可能性が十分

あるとして推定生息メッシュとした。 

 
(2) 密度分布の把握及び生息頭数の推定 
 
生息地と推定される場所を極力カバーするように設

定した 91 ルート（のべ踏査距離数 625Km）における

糞情報を基に、地域別の糞密度を算出し、相対的な生

息密度の把握を行い、地域区分別密度分布図を作成し

た。 
また、琉球大学及び長崎大学の調査により糞密度と

生息密度の関係が分かっている志多留・田ノ浜地域と

比較し、他地域の生息密度の推定を行った。 
さらに密度分布に面積を乗じることにより、野生下

における生息頭数は 80～110 頭と推定した。 
さらに、生息情報等必要な情報を加え、地域区分別

密度分布図をもととして、保護マップ基礎図を作成し

た（右図）。生息分布図では上島のほぼ全域でヤマネコ

の生息が確認されたが、上島の中でも比較的安定的に

暮らしている地域とそうでない地域があるのが判明し

た。 
                                                  図 3. 保護マップ基礎図 
＊糞のDNA分析 
 糞の内容物を DNA 分析することにより、ツシマヤマネコの糞とツシマヤマネコ以外（ネコ、

イヌ、ツシマテン及びチョウセンイタチ）の糞とを識別することが可能となった。そのため、糞

についても確実なツシマヤマネコの情報として採用することが可能となった。（DNA 分析は北海

道大学に依頼して実施した。） 

 



(3) 分布及び生息頭数の推移 
 
今回の調査は前回までの調査に比べ、糞の DNA 分析の利用が可能になったこと、現

地踏査による情報が大幅に増加したこと、また対馬野生生物保護センターが開所し（平

成 9 年）、情報が多く寄せられるようになったこと等により、情報量が大幅に増加した。

このため、今回の結果は前回までの調査と比較して、ツシマヤマネコの生息状況をより

正確に反映していると考えられる。 
一方、調査手法が異なることから過去の調査結果と今回のものをそのまま単純に比較

することはできない。そこで、分布や生息頭数について過去の生息調査結果について補

正を行い、補正後のデータを比較した。 
その結果、1980 年代から 2000 年代前半の分布の変遷については図 4 のようになり、

下島における生息分布の消失が危惧される結果となった。また 1980 年代の生息頭数は

約 100～140 頭、1990 年代の生息頭数は約 90～130 頭と見直され、今回の推定生息頭

数 80～110頭と比較すると、1980年代から 1990年代にかけて 7～9％の減少、また 1990
年代から 2000 年代前半にかけては 9～10％の減少となり、ツシマヤマネコの生息頭数

の減少傾向が続いていることが示唆された。 
 
 

 
 

図 4. 年代別生息分布図 

 
 
 
 

 



3. 今後の課題 
 
 ツシマヤマネコの種の存続については、生息適地の減少や交通事故等の要因により危

機的な状況にあると認識されているが、今回の調査結果からも依然として生息頭数の減

少傾向が続いていることが示唆され、保護対策の必要性が裏付けられた。今後、ツシマ

ヤマネコが比較的安定的に暮らしている地域についてはその生息環境の維持が、低密度

の地域については生息環境の改善等を行う必要があると考えられる。保護対策を推進し

ていくためには、今後とも様々な関係者の理解と協力を得ることが必要であり、その際、

今回の調査結果を活用していくこととしている。また、1990 年代に実施された前回調

査では比較的広い範囲で生息が確認されていたにも拘わらず、今回調査ではツシマヤマ

ネコの生息を確認することができなかった下島については、早急にその生息状況を確認

する為、痕跡調査等を進めていく必要がある。 

 


