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Japan and Taiwan Cooperative Symposium 1
“Current status and challenge of mammal management in East Asia
—Consensus building and cooperation with local residents—”
日本台湾共同シンポジウム 1
「東アジアでの哺乳類保全の現状と課題―地域との合意形成と協働―」

東アジアでの哺乳類保全の現状と課題―地域との合意形成と協働―
コンビナー：山﨑晃司（茨城県博）・Hwang, Mei-Hsiu（屏東科技大）・小池伸介（東京農工大）
野生動物、特に哺乳類の保全を行う上で，日本，台湾，韓国では，限定的な土地空間ゆえ，野生動物
と人間生活区間の重複が避けらず，地域住民からの合意形成や協力を得て進めて行くことが必須とな
る。本シンポジウムでは，こうした共通の課題の現状を整理し，今後の東アジアでの同様の課題に取り
組む人々のネットワーク構築の緒としたい。
「東アジアでの哺乳類管理の課題」山﨑晃司（茨城県自然博物館）
「韓国でのツキノワグマの再導入プロジェクトにおける地元住民との合意形成」
Dong Hyuk, Jeong & Bae Keun, Lee（韓国国立公園管理公団種保全センター）
「野生動物管理のキー：台湾での先住民族」Wang, Ying（国立台湾師範大学）
「兵庫県における野生動物保護管理と地域との連携」横山真弓（兵庫県立大学）
「ケニアでの野生生物保全における保護区周辺住民との協働」今榮博司（北海道大学大学院）
コメンテーター：梶 光一（東京農工大学）・Hwang, Mei-Hsiu（台湾国立屏東科技大学）

Current status and challenge of mammal management in East Asia
̶Consensus building and cooperation with local residents̶
Convener: Koji Yamazaki (Ibaraki Nature Museum), Hwang Mei-Hsiu (National Ping Tung University of Science
& Technology), Shinsuke Koike (Tokyo University of Agriculture and Technology)
Due to the limited land space of East Asian counties such as Japan, South-Korea, and Taiwan, the overlapping of
wildlife habitat and the human habitation is no avoidable phenomena. This has brought serious conflicts between
human livelihood and wildlife conservation, especially when large-sized animals have not been appropriately
managed. The consensus building and seeking cooperation with the local residents has recently achieved full
recognition as an indispensable tool to address these issues. In this symposium, we discuss these issues and the
challenges in the East Asia referring to the case studies, and also propose that this becomes a first step of the network
establishment for people who faces on the similar problems in the East Asia.
Introduction to symposium: Challenge of mammal management in East Asia
Koji Yamazaki (Ibaraki Nature Museum)
Consensus building with local resident for the reintroduction project of Asiatic black bear in South Korea
Dong Hyuk, Jeong & Bae Keun, Lee (Species Restoration Center, Korea National Park Service)
A key on wildlife management: the aboriginal people in Taiwan Wang Ying (Taiwan Normal University)
Wildlife management with cooperation of local people, village, administration in Hyogo Prefecture
Mayumi Yokoyama (University of Hyogo)
Wildlife conservation in cooperation with local communities neighboring a National Park in Kenya
Hiroshi Imae (Hokkaido University)
Commentators: Koichi Kaji, Hwang Mei-Hsiu
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韓国でのツキノワグマの再導入プロジェクトにおける地元住民との合意形成
Dong-Hyuk, Jeong* and Bae-Keun, Lee（韓国国立公園管理公団種保全センター）
Email: jungdonghyuk@hotmail.com
韓国国立公園管理公団では智異山国立公園において，生態情報の蓄積と智異山国立公園への適応の可
能性を確認することを目的に，2001〜2004年にかけて試行的に4頭のツキノワグマを放獣し，モニタリ
ング調査を行った。その後，2004年からツキノワグマの回復プロジェクトを開始した。
これまで，智異山国立公園では27頭のツキノワグマを放獣したが，違法な密猟器具などにより3頭が
死亡し，7頭が負傷をした（全体の37%）。もし，365日のモニタリングシステムが無く，そうした事態
への緊急出動体制が無ければ，負傷した7頭の個体も死亡していたに違いない。
クマのような大型哺乳類の回復は，どのような場所であっても本当に複雑で，結局のところ，計画に
部外者よりも地元住民を巻き込んで計画していくことが継続的な成功のためには欠かせない。また，公
的な教育と幅広い公的な支援は唯一の長期的な解決法である。
そこで，自然環境保全に関する意識を呼び起こし，クマの回復のための合意形成をするために，教育
プログラムとエコツアーを，韓国国立公園管理公団種保全センター内部や外部で実施している。また，
「Honorary guards for ABBs, Local community for protective area of ABBs, Gathering for discussion with local
residents, and Supports for ABBs etc.」や，養蜂場の周り（146箇所）に電気柵を設置するなどの，多様な
地域社会プログラムに取り組み，被害が集中する夏の間にはクマによる被害を防ぐために特別な夜間勤
務や，すばやい被害発生後の補償を行うことで，クマの回復に対する否定的な意見を減らすように努力
している。

Consensus building with local residents for the reintroduction project of Asiatic black bear
(Ursus thibetanus ussuricus) in South Korea
Dong-Hyuk, Jeong* and Bae-Keun, Lee (Species Restoration Center, Korea National Park Service)
Email: jungdonghyuk@hotmail.com
Korea National Parks Service (KNPS) released and monitored 4 Asiatic black bears (ABBs) in the Jirisan National
Park (JNP) to accumulate ecological data and to confirm the possibility of their adaptation to the JNP during 2001–
2004 as an experimental attempt. Then we have launched the restoration project for ABB since 2004.
Until now, 27 ABBs were released in JNP, however 3 of them were died and 7 of them were wounded by illegal
poaching device (total 37%). If there were no 365 days monitoring system and emergency scramble to the scene, the
7 bears also must be died.
The restoration of large mammals such as bears is really complicated and continuous success depends upon
having the program eventually involve local people rather than outsiders, regardless of its location. Public education
and a broad base of public support are also the only long-term solution.
Thus we have been running education programs and ecotourism inside and outside of our center to inspire the
awareness of nature conservation and to build the consensus for bear restoration. We are also working on diverse
community programs such as “Honorary guards for ABBs, Local community for protective area of ABBs, Gathering
for discussion with local residents, and Supports for ABBs etc.” and through the installing of electric fence (146
points) around honey farm, special night duty for prevention of damage from bears during summer season which
damage is concentrated and prompt compensation after damage, we are making efforts to diminish negative mind for
bear restoration.
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野生動物管理のキー：台湾での先住民族
Ying Wang（生命科学学科, 国立台湾師範大学）
ほとんどは先住民族によって行われている商用狩猟は，台湾の多くの地域で野生動物個体群を絶滅寸
前に追いやっている。1989年に野生動物保護法の制定により保護のための対策がいくつかたてられた
が，結果は期待されたほど良いものではなかった。それは，それは地域や先住民の部族によって土地の
隔離の度合いや狩猟文化が違うため，結果が異なるものであった。本研究では，南投県Danda 地区にお
けるブヌン族の狩猟活動と野生動物個体群について，1998年からモニターを行った。本地区を，健全な
野生動物管理のモデルとするために，試行的狩猟が実施され，また古い伝統に基づく狩猟規則の制定が
提案された。さらに，商用狩猟の代わりとして収入を生み出す野生動物観察が現在行われている。

A key to wildlife management: the aboriginal people in Taiwan
Ying Wang (Department of Life Science, National Taiwan Normal University)
Market hunting mostly by the aborigines has driven wildlife population in many areas on the verge of extinction
in Taiwan. Though the enactment of the Wildlife Conservation Act in 1989 set up some protection measures, the
outcome was not as good as expected. It varied in areas and aboriginal tribes due to both relative degree of land
isolation and different hunting tradition. In this study wildlife population and hunting activity of Bunun tribe in
Danda area, Nantou County has been monitored since 1998. To promote this area as a model for sound wildlife
management, a hunting trial was conducted and development of hunting regulation from old tradition was proposed.
Besides, wildlife viewing to generate income as an alternative for market hunting is now undergoing.
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兵庫県における野生動物保護管理と地域との連携
横山真弓（兵庫県立大学/森林動物研究センター）
兵庫県は、中国山地の東側に位置し起伏に富んだ地形を持つ。天然資源が豊富であったため、山間部
では、歴史的に鉱山やタタラ製鉄などの産業の歴史が続いてきたため、人と野生動物の生息域は常に重
複してきた。そのため、哺乳類、とりわけ大型哺乳類の分布や個体数の変動は、人間活動の影響を大き
く受けてきた。現在、ツキノワグマやニホンザルは地域的な絶滅の危機にある一方で、人里への出没に
よる農作物被害、生活被害、精神被害が深刻化している。
ツキノワグマが出没した場合、捕殺中心の対応が行われていたため、絶滅の危険性が高まった
が、2003年より兵庫県はツキノワグマ保護管理計画を策定し、出没対応基準を設け、状況に応じた出没
対応を開始した。この基準により、ツキノワグマによる被害が発生した場合、学習放獣を行うことを前
提とした捕獲を行い、その後の行動を監視、その結果に基づき次の対応を検討している。
計画実施の初期には市町や地域住民からの反発も多く、またツキノワグマに関する知識不足から恐怖
心も大きなものであった。そのため、被害軽減に必要な対策指導や、行動追跡結果などを市町などに提
供し、学習放獣の効果と必要性への理解を図った。その結果、6年間でのべ177頭を捕獲、このうち86％
を放獣してきた。これらの対応により、被害の軽減と人為的な捕殺数を最小限にとどめることが可能と
なっている。
さらに、地域における勉強会の開催やツキノワグマに関する知識のある地域住民に、追跡個体のモニ
タリングに参加してもらうなどの協力体制を徐々に広めつつある。学習放獣の効果が得られない要因と
して、人里へ出没する主要因である柿木の放置という問題があり、現在はこれらの集落環境整備などに
着手している。

Wildlife management with cooperation of local people, village, administration in Hyogo
Prefecture
Mayumi Yokoyama (University of Hyogo/Hyogo Wildlife Management Center)
Hyogo prefecture is located eastern part of Chugoku mountains, where is a resource-rich area, traditionally people
have developed miner industry or tatara iron making until early 1900s. Consequently, human territory overlapped
wildlife habitat. Distribution and population trends of large mammals were always influenced by human activities.
Recently the populations of Asiatic black bear and Japanese macaque in Hyogo Prefecture have been endangered to
local extinction. However, the human-wildlife conflicts such as crop damage and occasional appearance to human
territory have been increasing.
To lessen these conflicts, Hyogo Prefecture has drafted the Specified Wildlife Conservation and Management
Plans (SWCMP). SWCMP for Asiatic black bear describes 4-policy to suit the situation. When a black bear comes
into human habituation, the town office prepare for capture-release with aversive conditioning. After the release,
Hyogo Prefecture monitors the bear behavior by radio /or GPS telemetry. At the beginning of SWCMP, town office
or local people objected the release and feared the bear re-appearance because of superficial knowledge of ecology
or behavior of bear. We have shown them the result of monitoring and continue to explain the need for release with
aversive conditioning to lessen human-bear conflicts. As a result, 177 bears were captured and 86% of them were
released for six years. Now we try to hold workshops for local people and train a few of them up to play a role of
bear location monitoring.
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ケニアでの野生生物保全における保護区周辺住民との協働
今榮博司（北海道大学農学院）
ケニア中央部に位置するナクル湖国立公園は、電気柵が全周に張り巡らされている。公園内の野生動
物を密猟から守り、また野生動物が外に出て農作物や家畜に被害をもたらすのを防ぐための措置である
が、これにより住民の生活は公園から分離されてきた。公園周辺の住民は水や薪等の生活資源の不足に
苦しんでおり、公園内の資源利用を求めて公園管理者と激しく対立してきた。より良い公園管理には住
民との協働が不可欠と認識した公園管理者は、住民との対話を開始し住民のニーズに応えることで信頼
関係の構築に取り組んでいる。
ある地区では、公園管理者が公園内からその地区まで水道を敷設し水を供給して、植林活動の推進を
試みている。別の地区では、ヒヒによる農作物被害を防止する為の生垣作りに協力し、生垣の構成樹種
の育成技術と水タンクを提供している。これらの取り組みを通じて、公園管理者は住民の価値観を尊重
するというメッセージを住民に対して送りつつ、国立公園に住民は入らせないという管理手法を堅持し
ていた。
生物多様性保全には人間の影響を極力排除したアプローチが有効である一方、住民生活や資源利用と
の両立を図る必要があり、信頼関係の構築がその両立の鍵であった。

Wildlife conservation in cooperation with local communities neighboring a National Park in
Kenya
Hiroshi Imae (Hokkaido University)
Lake Nakuru National Park (LNNP) in central Kenya is entirely surrounded by electric fences. It aims to protect
wildlife from poaching and mitigate damages by wildlife to crops and livestock, which on the other hand helps
separating local people from LNNP. Local people around LNNP had been suffering from shortage of livelihood
resources such as water and firewood, and their demand for resource collection in LNNP had caused severe conflicts
with the park authority, Kenya Wildlife Service (KWS). Since KWS acknowledged and recognized that cooperation
with local people was essential for better park management, it has begun to develop good communication with them
and address their needs, in pursuit of building trustworthy relationships with them.
KWS prepared a water pipeline from water reservoir in LNNP to a community, with which the community
developed tree nursery to promote tree planting in their area. In another community which had troubles with baboons
over crops, KWS provided the community with big water tanks and tree nursing techniques to construct baboonproof fences. Through these efforts, KWS sends silent messages to local people that KWS respects their value, while
KWS persists in keeping the park away from local people.
Minimum human influence on biodiversity is still an effective means for its conservation, while local livelihood
and their resource use must be respected. Building trustworthy relationships is the key to achieve both of them.
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Japan and Taiwan Cooperative Symposium 2
“Zoogeography of Mammals in East Asia—Understanding the Island Fauna”
日本台湾共同シンポジウム 2
「東アジアにおける哺乳類の動物地理学―島嶼動物相の理解」

はじめに「東アジアの島嶼哺乳類相」
本川

雅治（京都大学・総合博物館）

東アジアの哺乳類相がどのように形成されてきたのか，これは動物地理学において大変興味深いテー
マである．中でも日本と台湾を中心とする島嶼での知見が，その島嶼動物相の理解にとどまらず，大陸
動物相の理解においてもきわめて重要である．日本と台湾は，いずれも島嶼であるために，大陸との間
での陸橋形成や崩壊との関わりで，島嶼哺乳類相の成立について様々な研究が行われてきた地域であ
る．と同時に，日本や台湾は大きな島嶼であり，様々な地形，気候，植生などを有する．そのために，
そこでは哺乳類の島嶼内での分化も生じてきたということが近年になって分かってきており，この点に
ついても動物地理学からの興味が持たれている．このような点に着目し，本シンポジウムでは，東アジ
ア島嶼における哺乳類の動物地理学について，種構成，分布パターン，遺伝子による系統地理学，化石
などの研究の最新知見を紹介する．と同時に，今後のさらなる東アジア哺乳類相理解に向けた日本と台
湾両国の活発な議論や交流のきっかけを提供したい．

Introduction “Island mammal fauna in East Asia”
Masaharu Motokawa (The Kyoto University Museum, Japan)
To understand the formation of mammal fauna in East Asia is one of the most interesting topics in zoogeography.
Especially information in the island areas such as Japan and Taiwan is very much important to understand not only
their island fauna, but the continental fauna. Both Japan and Taiwan are islands; and are areas to have studied by
many researchers about the formation of their island mammalian faunas in relation to the formation and collapse of
land bridges between the continent. As well, Japan and Taiwan are large islands, and they thus include various
geomorphology, climate, vegetation, and so on. In relation to these environmental high variability, recent studies
revealed that the Japan and Taiwan are important areas for within-island diversification in mammals. In this respect,
Japan and Taiwan also are interested areas from zoogeographic points of view. From the above mentioned background,
this symposium provides talks based on the most updated research knowledge in mammal zoogeography in East
Asian islands about species composition, distribution patterns, genetic phylogeography, and fossils. In addition, I
hope that this symposium will provide good opportunity for active discussion and academic exchange among
researchers from Japan and Taiwan for future well understanding of island mammal fauna in East Asia.
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台湾における小型哺乳類の動物地理学
于

宏燦（台湾・国立台湾大学・動物学研究所及生命科学系）
台湾は約4百万年前にアジア大陸棚の海底が隆起した大きな島嶼である．この島は地質学的に新し

く，同時に0から4000メートルの鋭い標高勾配を有している．北東から南西にのびる中央山脈が島の脊
梁を構成し，小型哺乳類を含む多くの動物群において隔離効果をもたらしている．さらに，この島はア
ジア大陸の120キロメートル東に浅海の台湾海峡に隔てられて位置する．動物相解析と地質学的事実の
双方が，海水面変動によって台湾が少なくとも2回，大陸とつながったことを示している．大陸とつな
がったことと山地での隔離が台湾の小型哺乳類の現在の分布パターンを形成した2つの主要な要因とな
ってきた．私は分子遺伝マーカーを用いた台湾産小型哺乳類の系統地理学パターンについての最近の文
献をレビューする．分子データは2つの想定された要因が今日の分布パターンに確かに重要な役割を果
たしたことを証明する．

Zoogeography of small mammals in Taiwan
Hon-Tsen Yu (Institute of Zoology and Department of Life Science, National Taiwan University, Taiwan)
Taiwan is a sizable island that rose from sea floor on the Asian continental shelf about 4 million ago. The island is
not only geologically young but also possesses a sharp elevational gradient, spanning from 0 to 4000 meter. The
Central Mountain range, running from northeast to southwest, forms the backbone of mountains of the island and
creates an isolation effect for many animal groups, including small mammals. Furthermore, the island lies just 120
km east of the Asian continent, separated by the shallow Taiwan Strait. Both faunistic analysis and geological
evidence indicate that Taiwan had been connected to the mainland at least twice due to sea level fluctuation. The
connecting to mainland and the mountainous isolation have been two major forces shaping modern distributional
patterns of small mammals in Taiwan. I review recent literature concerning the phylogeographic patterns of small
mammals in Taiwan using molecular genetic markers. The molecular data attest that the two presumable forces
indeed play a major role in today’s distribution patterns.
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ムササビ類の系統地理―アジアの森林における樹上性小型哺乳類の進化史
押田龍夫（帯広畜産大学野生動物管理学研究室）
ムササビ（Petaurista）属はアジアの森林環境（熱帯林，亜熱帯林，および温帯林）に広く適応を遂
げた滑空性のリス科動物である．本属は，現在 8 種に分類されているが，その分類体系は今だに混乱し
ており，亜種区分などを含めて再検討を行う必要がある．演者は，本属の分子系統学的解明を試みてい
るが，これまでの解析結果から，本属はおそらく大きく幾つかの系統に分岐した後，さらに各々の系統
が地理（地域）的な単位で複雑な種分化を遂げたことが示唆されている．アジア大陸におけるその進化
的歴史の解明は今後の課題であるが，地域に着目した階層的種分化のプロセスを考慮することによっ
て，本属の系統分類学的知見がより整理されることが期待される．
森林環境に適応したムササビ類の進化的歴史は，森林の変遷と密接に関連することが容易に推察され
る．本属の種分化が生じた機構について考える場合，特定の森林環境に生息するムササビ種の系統地理
的特徴の解明が重要なヒントを与えてくれるかもしれない．特に，地理的に隔離された島嶼環境は，環
境（森林）の変化に伴って惹起されたムササビの進化的歴史の軌跡を辿るための恰好の野外実験区であ
ることが期待される．そこで演者は，日本の本州・四国・九州の固有種であるホオジロムササビ（P.
leucogenys），さらに台湾の固有亜種とされている台湾産のインドムササビ（P. philippensis grandis）およ
びカオジロムササビ（P. alborufus lena）の分子系統地理学的解析を試みた．その結果，更新世氷期おけ
る森林環境の縮小（氷期レフュジアの形成）および間氷期におけるその急速な拡大が，これら 3 種の系
統地理的パターンの構築に大きな影響を与えたことが示唆された．ムササビ類の生息に必須な森林に存
在する採食資源・営巣資源などの生態学的要因と併せて，その進化的歴史について私見を述べたい．

Phylogeography of giant flying squirrels: evolutionary history of arboreal small mammals in
Asia’s forests
Tatsuo Oshida (Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine)
As arboreal mammals, giant flying squirrels (Petaurista) have adapted themselves to the tropical, subtropical, and
temperate forests in Asia. At present, this genus is classified into eight species. This classification, however, needs a
review that includes subspecific classifications. Phylogenetic results showed that primary divergence or radiation of
the genus Petaurista might have produced some geographical (regional) evolutionary units. Within each geographical
evolutionary unit, secondary speciation would have taken place independently and locally. Although the phylogenetic
relationships among all Petaurista species remain unclear, this hierarchical speciation scenario should improve
organization.
Forest dynamics caused by climatic change may have greatly affected the evolutionary history of these giant
flying squirrels. Historical forest dynamics may be key to resolving giant flying squirrel speciation. Forests on
islands, which are necessarily limited in range, provide opportunities to test the association of forest dynamics with
giant flying squirrel phylogeography. I used molecular techniques to examine the phylogeography of P. leucogenys
(endemic to the Honshu, Shikoku and Kyushu islands of Japan) and two subspecies endemic to Taiwan: P. philippensis
grandis and P. leucogenys lena. Populations of these flying squirrels probably declined and expanded with the cyclic
contractions and expansions of available forest habitats throughout the alternating cold and warm episodes of the
Pleistocene. Here, I discuss the evolutionary history of these giant flying squirrels and include ecological information
of food and nest resources.
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台湾の更新世哺乳類化石
張

鈞翔（台湾・国立自然科学博物館・地質学組）

台湾における更新世の二大陸生動物相として左鎮動物相と膨湖動物相が知られる．左鎮動物相は主に
山肌が洗い流され堆積した河床の地層で，表面採集や篩を用いて水洗することで採集された，台湾南西
部の哺乳類化石を含む．一方，膨湖動物相は台湾海峡において膨湖群島と台湾本島とを隔てる膨湖海峡
でトロール漁業によって回収された化石を含む．
左鎮動物相は崎頂村（北緯22度57分，東経120度22分）付近で見られる上部崎頂層と関係する．この
動物相は以下の指標種（Muntiacus cf bohlini，Elaphurus formosanus，Rhinoceros sinensis hayasakaiおよび
Mammuthus protomammonteus（Mammuthus armeniacus taiwanicus））から中期更新世の前期と考えられる．
年代は超微小化石や磁気層序学的証拠から90万年から46万年前と推定される．この動物相の氷河期にお
ける東アジア大陸からの移入は複数の年代かつ複数の起源であることが示唆される．
膨湖動物相の脊椎動物化石は膨湖海峡（北緯22度40分−23度50分，東経119度40分−120度50分）の
海底から採集され，その化石化作用や層序，年代は不明である．この動物相は主にPalaeoloxodon
huaihoensis，Cervus hortulorum，Elaphurus menziesianus，Elaphurus davidianus，Bubalus teilhardi，Bubalus
youngi，Sus scrofa，Eqqus dalianensis，Eqqus przewalskyi sinensis，Nyctereutes procyonoides，Ursus arctosおよ
びPanthera tigrisで構成される．骨中のU−Th同位体比の研究によれば膨湖動物相の年代は後期更新世の
後期で，およそ26,000−11,000年前とされる．
台湾の更新世哺乳類化石は層も年代も未だ正確に判明していないが，これらの化石は中国や日本の動
物相と形態学的な比較，第四紀の台湾における動物相が生物地理学的，系統学的に中国や日本と異なっ
たものであるかどうかの調査を可能にした．多くの研究の余地が残されている．

Pleistocene mammalian fossils in Taiwan
Chun-Hsiang Chang (Department of Geology, National Museum of Natural Science, Taiwan)
The two major Pleistocene terrestrial mammal faunas of Taiwan were (1) ChoChen Fauna and (2) Penghu faunas.
The ChoChen fauna includes mammalian fossils found in Tainan County in southwestern Taiwan by surface collection
and screen washing, mainly along creek beds where sediments have been washed down from hillside exposures. The
Penghu fauna, on the other hand, includes fossils recovered during trawling operations by commercial fisheries in
the Penghu Channel between the Penghu Archipelago and the main island of Taiwan in the Taiwan Strait.
The ChoChen fauna has been correlated to the stratigraphic beds of the Upper Chiting Formation, named for its
occurrence near the village Chiting (22°57’N; 120°22’E). The fauna has been considered to be early Middle
Pleistocene, based on index species Muntiacus cf bohlini, Elaphurus formosanus, Rhinoceros sinensis hayasakai and
Mammuthus protomammonteus (Mammuthus armeniacus taiwanicus). The age of the fauna was estimated to be
from 0.9 Ma to 0.46 Ma as constrained by nannofossil and magnetostratigraphic evidence. However, the fauna can
be inferred as multi-ages and multi-origins by the migration from the East Asia continent during the glacial times.
As the vertebrate fossils of the Penghu Fauna were collected from below ocean waters in the Penghu Channel
(around 22°40’–23°50’N and 119°40’–120°50’E), their taphonomy, stratigraphy and age are unclear. The main
members of the fauna are Palaeoloxodon huaihoensis, Cervus hortulorum, Elaphurus menziesianus, Elaphurus
davidianus, Bubalus teilhardi, Bubalus youngi, Sus scrofa, Eqqus dalianensis, Eqqus przewalskyi sinensis,
Nyctereutes procyonoides, Ursus arctos, and Panthera tigris. Previous studies suggested that the age of the Penghu
Fauna is late Late Pleistocene at ca. 26,000–11,000 yr BP based on U-Th bone isotopic dating.
Although neither the horizon nor the age of the Pleistocene Mammalian fossils of Taiwan are yet accurately
known, these fossils have allowed a comparison of anatomical morphology with the mammalian faunas from China
and Japan, and an investigation of whether the faunas of Taiwan differs from China and Japan in Quaternary
biogeography and phylogenetic relationships. There is considerable room for further research.
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分子系統地理から見た日本と台湾の食肉類
増田隆一（北海道大学大学院理学研究院）
日本列島と台湾はともに大陸島であり，その哺乳類相はアジア大陸からの影響を強く受けている．日
本列島は南北に広がり，アジアの北方系と南方系の哺乳類相で構成されている一方，台湾では比較的南
方系の哺乳類相が展開する．日本と台湾では大陸との共通種が知られているが，最近の遺伝的データと
従来の形態学的・古環境学的データとの比較研究により，同種における島集団の分化や渡来の歴史が明
らかになってきた．さらに，大陸には存在しない日本固有種や台湾固有種は，種分化のプロセスを考え
る上での貴重な材料となりうる．本講演では，日本と台湾に共通して分布するネコ科，イタチ科，ジャ
コウネコ科などの食肉類に着目して，遺伝子レベルで明らかになってきた在来種の動物地理的歴史およ
び外来種の最近の移動史について考える．

Molecular phylogeography on carnivores of Japan and Taiwan
Ryuichi Masuda (Faculty of Science, Hokkaido University, Japan)
Because the Japanese islands and Taiwan are continental islands, their mammalian faunas have been influenced
deeply by those of the Asian continent. The Japanese islands are distributed widely from the north to south, and then
show biodiversity of both northern and southern faunas. The mammalian faunas seen in Taiwan are of southern more
than those on the Japanese islands. Although there are many mammalian species common between Japan and Taiwan,
recent genetic studies have clarified differentiations and migration history of island populations from the continental
populations within the species, compared with morphological and paleoenvironmental data. In addition, species
endemic to Japan and those endemic to Taiwan can be both important materials for studies on speciation and evolution
of mammals. In this symposium, I would like to present some genetic data on carnivores such as Felidae, Mustelidae
and Viverridae common between Japan and Taiwan, and then discuss the phylogenetic features, zoogeographical
history of native species, and recent migration history of alien species.
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F22-1

増補食虫類の自然史 9．台湾産食虫類の分類学
世話人：川田伸一郎（国立科学博物館）・安田雅俊（森林総研・九州・動物）

F22-2

生物多様性条約と都市における哺乳類保全
世話人：長谷川明子（名古屋大学・院・生命農学／麻布大学）
・森部絢嗣（名古屋大学・院・生命農学）
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F22-3

ニホンザルの個体群管理―何から始めるべきか―
世話人：渡邊邦夫・江成広斗（京大霊長研）・常田邦彦（自然研）

F22-4

台湾と日本における鯨類研究の今
世話人：山田

格（国立科学博物館）・周

蓮香（國立臺灣大學）
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F23-1

哺乳類の食べ物（2）2 種の食性を 2 カ所で比較する
世話人：高槻成紀・立脇隆文（麻布大学・野生動物）

F23-2

サルを追い払え！！〜ニホンザルの追い払い、追い上げの最新事情〜
世話人：白井 啓・岡野美佐夫・清野紘典・佐伯真美（野生動物保護管理事務所）
・宇野壮春（宮
城野生動物保護管理センター）・吉田

洋（山梨県環境科学研究所）
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F24-1

哺乳類における食性と形態進化
世話人：浅原正和（京大・院・理）

F24-2

クマ類の個体群モニタリング手法の確立に向けて
世話人：間野

勉（北海道環境科学研究センター）・佐藤喜和（日本大学・生物資源科学部）
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F24-3

食肉目調査事例集の現在と未来
世話人：金子弥生（東京農工大・野生動物）・福江佑子（ワイルドライフコミュニティ研究所）

F24-4

かたちの学校 14
世話人：遠藤秀紀（東京大学・総合研究博物館）
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22A-1

ミトコンドリア DNA と MHC 遺伝子の解析からみえるニホンツキノワグマの現状
○安河内彦輝 1・西田

伸 1・黒崎敏文 2・米田政明 2・小池裕子 1

九大 1・自然研 2

22A-2

アリューシャン列島アダック島考古遺跡出土のラッコ Enhydra lutris に関する炭
素・窒素・酸素安定同位体分析について
Ame Garong1・高島千鶴 2・西田

伸 1・狩野彰宏 1・○小池裕子 1

九州大学 1・佐賀大学 2
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22A-3

見かけ上 Y 染色体が存在しないジャワマングースにおける Y 染色体領域の同定
澤谷聞人 1・中田勝士 2・山田文雄 3・阿部愼太郎 2・西田千鶴子 4・松田洋一 5・○黒岩麻里 1,4
北大院生命科学院 1・環境省 2・森林総研 3・北大院理学研究院 4・名大院生命農学 5

22A-4

ニホンテン（Martes melampus）の保全遺伝学的研究
○佐藤

淳 1・安田俊平 2・細田徹治 3

福山大 生物工 1・北大 医 微生物 2・和歌山県立耐久高校 3
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22A-5

東南アジア最古のコロブス類化石
○高井正成 1・タウンタイ 2・ジンマウンマウンテイン 1・江木直子 1・西村
京都大霊長研 1・シュエボー大（ミャンマー）2

22A-6

兎形目における脊椎骨数の変異
○平田逸俊 1・川田伸一郎 2・保尊

脩 3・森

貴久 1

帝京科学大 1・国立科学博物館動物研究部 2・名大院生命農 3
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剛1

22A-7

逆さ四足歩行動物のぶら下がり時における肘関節の屈曲姿勢の維持と骨格形態と
の関係
○藤原慎一・遠藤秀紀
東大博物館

22A-8

アジアにおけるイノシシと原始的在来ブタの幼獣の吸乳位置
○黒澤弥悦 1・田中一榮 2
奥州市牛の博物館 1・東京農業大学 2
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22A-9

クマネズミによる樹皮剥離と小枝切断に見られる共通原因
○矢部辰男 1・橋本琢磨 2・G. A. リベラ 3
熱帯野鼠対 1・自然研 2・フィリップ木材 3

22 国 -1 加速度データロガーをもちいたヌートリアの活動リズム解析
渡辺伸一
福山大・生命工
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22 国 -2 ヒマワリ種子を用いた食痕によるネズミ類検出法
○石若礼子・増田泰久
九大農

22 国 -3 強い狩猟圧のもとシカはどのような個体群動態をたどったか―岩手県五葉山での
17 年間の個体群動態と人口学的パラメター
〇三浦慎悟 1・堀野眞一 2・大井

徹 2・高槻成紀 3・岡

輝樹 2・山内貴義 4

早稲田大人間科学 1・森林総研 2・麻布大応用動物 3・岩手県環保センター 4
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22 国 -4 状態空間モデルを用いた複数密度指標からのニホンジカ個体群の時空間的動態把握
○岸本康誉 1・藤木大介 1,2・坂田宏志 1,2
兵庫県森林動物研究セ 1・兵庫県立大 2

22 国 -6 ヤクシマザルの睡眠を阻害するヤクシカ―夜間にサル糞を食べにくるシカ―
○西川真理・持田浩治
京大

院

理
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22 国 -7 西興部村猟区におけるエゾシカ（Cervus nippon yesoensis）管理の現状と課題
○伊吾田宏正 1・松浦友紀子 2・鈴木正嗣 3
酪大 1・北大 2・岐阜大 3

22 国 -8 対照的な二つのエゾシカ個体群の崩壊後の挙動：個体数の制限と調節
○梶

光一 1・山本悠子 2・高橋裕史 3・宮木雅美 4

東京農工大学 1,2・森林総合研究所関西支所 3・酪農学園大学 4
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22 国 -9 屋久島・口之永良部島における市民調査をベースとしたニホンジカ管理計画の
可能性
○立澤史郎 1・川村貴志 2・手塚賢至 3・荒田洋一 3・川﨑勝也 4
北海道大学 1・屋久島生物部 2・屋久島まるごと保全協会 3・屋久島町農林水産課 4

23A-1

ヤクシカの順応的管理モデル
○松田裕之 1・太田碧海 2
横浜国大・環境情報 1・笛吹市 2
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23A-2

富山県における秋季のツキノワグマの食性と行動
○有本

勲 1・後藤優介 2・永井知佳 3・古林賢恒 4

東京農工大連農 1・立山カルデラ砂防博物館 2・東京農工大学院 3・ライチョウ保護研究会 4

23A-3

独立した推定結果の援用による捕獲に基づくヒグマ個体群動態推定精度の向上
○間野

勉 1・松田裕之 2・棗

庄輔 1・釣賀一二三 1

北海道環境科学研究センター 1・横浜国立大学大学院 2
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23A-4

ハクビシンにおける侵入可能な入口の大きさおよび形状の検討―視覚的要因の影響―
○加瀬ちひろ 1・江口祐輔 2・古谷益朗 3・植竹勝治 1・田中智夫 1
麻布大院獣医 1・近中四農研 2・埼玉県農林総研セ 3

23A-5

ニホンザルの体毛の炭素・窒素安定同位体比の特徴について
○大井

徹 1・清野紘典 2・濱崎伸一郎 2

森林総研 1・WMO2
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23A-6

スラウェシマカク交雑個体群の個体群動態の特徴
渡邊邦夫
京大霊長研

23 国 -1 シカの利用強度の違いが開放地の草本植生に与える影響
○高柳

敦 1・合田

禄2

京大院農 1・朝日新聞社 2
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23 国 -2 コテングコウモリ Murina ussuriensis におけるアカメガシワトラップのねぐら
利用と繁殖生態
○船越公威 1・長岡研太 1・竹山光平 1・犬童まどか 2
鹿児島国際大・国際文化 1・鹿児島大・理 2

23 国 -3 長野県乗鞍高原におけるクビワコウモリ Eptesicus japonensis 個体群で試みた
個体群パラメータの推定
山本輝正
岐阜県立土岐紅陵高等学校
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23 国 -4 イエコウモリのナイトルーストによる糞尿被害の防除事例
西

信介

23 国 -5 巣箱を用いたヤマネの生活史の研究
○湊

秋作 1,2・岩渕真奈美 1,2・饗場葉留果 1,2・湊

ちせ 2

キープやまねミュージアム 1・ニホンヤマネ保護研究グループ 2

− 80 −

23 国 -6 都市近郊におけるホンドテンの食性に関する研究
榊田杏子
龍大院

24A-1

ニホンイタチ Mustela itatsi の個体識別法
○関口
佐伯

猛 1・佐々木浩 2・栗原淑子 1・関口郁子 1・渡辺茂樹 3・森山大吾 4・黒瀬奈緒子 5・松木吏弓 6・

緑 7・山崎晃司 8

九州大学医院 1・筑紫女学園大学短大部 2・成安造形大学 3・国際航業 4・神奈川大学理 5・電力中
央研究所 6・中央農業総合研究センター 7・茨城県自然博物館 8

− 81 −

24A-2

福岡県脊振山地五ヶ山におけるニホンイタチ Mustela itatsi の生息状況（II）
○佐々木浩 1・関口
佐伯

猛 2・渡辺茂樹 3・栗原淑子 2・関口郁子 2・森山大吾 4・黒瀬奈緒子 5・松木吏弓 6・

緑 7・山崎晃司 8

筑紫女学園大短大部 1・九州大医院 2・成安造形大 3・国際航業 4・神奈川大理 5・電力中央研 6・中
央農研センター 7・茨城県自然博 8

24A-3

柵による外来哺乳類マングースの行動抑止効果について
○飯島康夫 1・河内紀浩 2・山下勝弘 2・小坂奈月 2・小林海央 2・森田

覚2

八千代エンジニヤリング㈱九州支店 1・八千代エンジニヤリング㈱沖縄事務所 2
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24A-4

シカの高密度化がタヌキの餌資源に及ぼす影響
○關

義和 1・小金澤正昭 2

東京農工大・院・連合農学 1，宇都宮大・演習林 2

24A-5

沖縄本島北部海域に来遊するコビレゴンドウの音響行動
○中原史生 1・東

直人 2・岡部晴菜 3・江本博俊 4・内田詮三 5

常磐大学 1・㈶海洋博覧会記念公園管理財団 2・㈶海洋博覧会記念公園管理財団総合研究センター 3・
システムインテック 4・沖縄美ら海水族館 5
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24A-6

Historical distribution changes of the 26 mammal species in Sumatra and its
implication for conservation
○ Rizaldi1,2, S. N. Kamilah2, A. Bakar2, M. Mitani3, K. Watanabe1
Primate Res., Inst., Kyoto Univ.1, Dep. Biology, Fac. Sciences, Andalas Univ2., Hyogo Pref. Univ.3

24 国 -1 ニホンジカ Cervus nippon の航空機調査における発見率
○宇野裕之 1・車田利夫 1・稲富佳洋 1・玉田克巳 1・梶
北海道環境研 1・東京農工大 2
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光一 2

24 国 -2 景観構造を考慮したシカによる水稲被害発生機構の解明
○高田まゆら 1・鈴木

牧 2・落合啓二 3・浅田正彦 3・宮下

直2
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