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アサギマダラの移動に関する徳島県の記録（2007年）

大原　賢二 1・山田　量崇 1

[Kenji Oara and Kazutaka Yamada: Records of migration of the Chestnuts Tiger, Parantica 

sita (Nymphalidae, Danainae) in Tokushima Prefecture: 2007]

2008年 2月 20日受付，2008年 2月 27日受理
1徳島県立博物館，〒 770-8070  徳島市八万町文化の森総合公園．Tokushima Prefectural Museum, Bunka-no-
Mori  Park, Hachiman, Tokushima 770-8070,  Japan.

　徳島県における「アサギマダラの移動調査」の 2007年の結果を報告する．これらの記録
は，徳島県で再捕獲記録がはじめて得られた 2000年以降の各年ごとの記録と同様，このチョ
ウの移動に関する全国各地の調査団体や個人，及びメーリングリスト [ML-asagi]や [asaginet]

での情報交換，あるいは個人的に情報を下さった方々のご協力で得られたものである．

　2007年は，他の地域から徳島県へ移動した個体が 40例，徳島県で標識を付けられ，他の
地域で再捕獲された個体が 21例あった．これらの各個体の標識地や標識者，移動日数，移
動距離などについて報告する．なお，これまでの報告（大原，2004，2005，2006）では，各
調査地点ごとの標識情報を詳細に記録していたが，今回は標識に関しては総個体数（概数）
のみとし，移動個体の記録を中心に報告する．　
　徳島県への飛来記録は，県別に本州の北の方から記録し，再捕獲日の早い順に示した．同
一の標識地から複数の個体が飛来した場合は標識日の早い順に示した．

I．調査地点と標識記録
　2007年のアサギマダラの移動調査が行われた場所は，これまでとほぼ同じである．
春期，秋季共に鳴門市妙見山を始め，徳島市眉山，小松島市日峰山，阿南市椿町蒲生田岬や
須屋，美波町（旧由岐町明神山や旧日和佐町）から牟岐町などであった．
　2007年に徳島県内で標識を付けられたアサギマダラの個体数は，筆者の手許に集まった
ものだけで約 3,206頭であった（2005年は 4,239頭，2006年は約 2,400棟）．鳴門市周辺では
76頭で，小松島市日峰山では 32（15♂ 17♀）頭，海部郡美波町明神山（旧由岐町）では，
春期に 22頭，秋季は約 2,800頭にマークされた（2005年は約 3,000頭，2006年は約 2,000頭）．
　各地点でアサギマダラが見られた期間（移動期間と見なされる期間）は春・秋とも短かかった．

II. 徳島県への移動個体の記録
　これまでの記録は，標識日や再捕獲日を基準にしていたが，2007年分は標識地の県別に北
の方から示す．

はじめに
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福島県からの飛来

①性別：♂
標　識：デコ　8/9　SRS 2808
標識日：2007年 8月 9日
標識地：福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山グランデコスキー場
標識者：栗田　昌裕
再捕獲日：2007年 10月 13日
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲者：撫中　義美・喜代美
移動方向：南西、移動距離：633 km、移動日数：65日

②性別：♂
標　識：デコ　8/14　JH-3; デコ
標識日：2007年 8月 14日
標識地：福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山グランデコスキー場
標識者：橋本　順子
再捕獲日：2007年 10月 21日
再捕獲地：徳島県阿南市椿泊町
再捕獲者：撫中　義美・喜代美
移動方向：南西、移動距離：633 km、移動日数：68日

③性別：♂
標　識：デコ　8/19　SRS 5667　B2
標識日：2007年 8月 19日
標識地：福島県耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山グランデコスキー場
標識者：栗田　昌裕
再捕獲日：2007年 10月 15日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：神野　清司
移動方向：南西、移動距離：636 km、移動日数：55日

群馬県からの飛来

④性別：♂
標　識：JYM 310   KNK
標識日：2007年 8月 12日
標識地：群馬県利根郡片品村丸沼温泉　1500m
標識者：村上　豊
再捕獲日：2007年 10月 29日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：神野　清司
移動方向：南西、移動距離：543 km、移動日数：78日
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長野県からの飛来

⑤性別：♂
標　識：NP  9/13   SRT 256  B
標識日：2007年 9月 13日
標識地：長野県大町市平　中綱湖畔「のっぺ山荘」
標識者：栗田　昌裕
備　考：ヨツバヒヨドリにて吸蜜　翌 14日にも見たため，Ｂを追記した．
再捕獲日：2007年 10月 6日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：南西、移動距離：425 km、移動日数：23日

⑥性別：♂
標　識：BR 46 　8.11 クロカワ
標識日：2007年 8月 11日
標識地：長野県下伊那郡大鹿村鹿塩　黒川林道　1600ｍ
標識者：榊原　君江
再捕獲日：2007年 10月 12日
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲者：撫中　義美・喜代美
移動方向：南西、移動距離：372 km、移動日数：61日

山梨県からの飛来

⑦性別：♂
標　識：Fuji 7.28; HAS 011
標識日：2007年 7月 28日
標識地：山梨県鳴沢村サワラ山北林道
標識者：橋本　定雄
再捕獲日：2007年 10月 11日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：西南西、移動距離：412 km、移動日数：75日

愛知県からの飛来

⑧性別：♂
標    　識：ハズ　K.H 106　三河　10/2
標識日時：2007年 10月 2日、13：15
標  識  地：愛知県幡豆郡幡豆町三ヶ根山　展望台下参道
標  識  者：星野　京子
再捕獲日：2007年 10月 30日
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲者：撫中　義美・喜代美　
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移動方向：西南西、移動距離：253 km、移動日数：28日

⑨性別：♂
標　識：0536 イナ　62　xxxx　ナグラ　10/12
標識日：2007年 10月 12日
標識地：愛知県北設楽郡設楽町名倉
標識者：伊奈　紘
再捕獲日：2007年 10月 30日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：西南西、移動距離：304 km、移動日数：18日

滋賀県からの飛来

⑩性別：♂
標　識：XX216 BV　8/20
標識日：2007年 8月 20日
標識地：滋賀県大津市木戸口町　びわ湖バレイ
標識者：金田　忍
再捕獲日：2007年 10月 29日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉

⑪性別：♂
標　識：BV  8/24 ; MA 775
標識日：2007年 8月 24日
標識地：滋賀県大津市木戸口町びわ湖バレイ アルペンコース
標識者：藤野　適宏
再捕獲日：2007年 10月 8日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：南西、移動距離：193km、移動日数：45日

⑫性別：♂
標　識：BV 8/26: MA 948
標識日：2007年 8月 26日
標識地：滋賀県大津市木戸口町びわ湖バレイ チャンピオンコース
標識者：藤野　適宏
再捕獲日：2007年 10月 12日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：193km、移動日数：47日

⑬性　別：♂
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標　識：TT277　BV　9/1
標識日：2007年 9月 1日
標識地：滋賀県大津市びわ湖バレイチャンピオンコース
標識者：多田　たかね
再捕獲日：2007年 10月 3日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：192km、移動日数：32日

⑭性別：♂
標　　識：BV  9/22 ; MA 1571
標識日時：2007年 9月 22日
標  識  地：滋賀県大津市木戸口町びわ湖バレイ
標  識  者：藤野　適宏
再捕獲日：2007年 10月 28日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：193km、移動日数：6日

大阪府からの飛来

⑮性別：♂
標　識：TK  10/3: HM 179
標識日：2007年 10月 3日
標識地：大阪府高槻市芥川
標識者：桝田　初美
再捕獲日：2007年 10月 12日
再捕獲地：徳島県小松島市日峰山　
再捕獲者：上岡　キミ
移動方向：南西、移動距離：131km、移動日数：9日

⑯性別：♂
標　識：TK 10/6 　ITO 22
標識日：2007年 10月 6日
標識地：大阪府高槻市芥川
標識者：辻本　勇
再捕獲日：2007年 10月 17日
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲者：撫中　義美・喜代美
移動方向：南西、移動距離：143km、移動日数：11日

⑰性別：♂
標　識：TK  10/7　HM　204
標識日：2007年 10月 7日
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標識地：大阪府高槻市芥川
標識者：桝田　初美
再捕獲日：2007年 10月 16日
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲者：撫中　義美・喜代美
移動方向：南西、移動距離：143km、移動日数：9日

⑱性別：♂
標　識：TK  10/11　HM　249
標識日：2007年 10月 11日
標識地：大阪府高槻市芥川
標識者：桝田　初美
再捕獲日：2007年 10月 16日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：146km、移動日数：5日

⑲性別：♂
標　識：10/13　KM  100  ST
標識日：2007年 10月 13日
標識地：大阪府池田市五月山市民の森
標識者：松本　清
再捕獲日：2007年 10月 18日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：神野　清司
移動方向：南西、移動距離：135km、移動日数：5日

奈良県からの飛来

⑳性別：♂
標　識：アスカ　153
標識日：2007年 9月 26日
標識地：奈良県吉野郡上北山村　和佐又山
標識者：境山　正甫
再捕獲日：2007年 10月 17日
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲者：撫中　義美・喜代美
移動方向：西南西、移動距離：127km、移動日数：21日

和歌山県からの飛来

㉑性別：♂
標　識：西山　10/18　TT362
標識日：2007年 10月 18日
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標識地：和歌山県日高郡日高町西山　山頂駐車場付近
標識者：多田　たかね
再捕獲日：2007年 10月 25日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：西南西、移動距離：42 km、移動日数：7日

富山県からの飛来

㉒性別：♂
標　識： TSN 1560
標識地：富山県富山市大山町有峰東谷
　　　　富山県自然植物園ねいの里での標識個体．
　　　　詳細は不明
再捕獲地：徳島県阿南市椿町須屋
再捕獲日：2007年 10月 17日
再捕獲者：撫中　義美・喜代美

石川県からの飛来

㉓性別：♂
標　識：9/15　ラララ Hn4 　白山
標識日：2007年 9月 15日
標識地：石川県白山市荒谷（荒谷林道）標高 1050m
標識者：羽野　正記子
再捕獲日：2007年 10月 12日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：320 km、移動日数：27日

㉔性別：♀
標　識：9/16　ラララ　721　　白山
標識日：2007年 9月 16日
標識地：石川県白山市荒谷
標識者：米永　弥代　　　
再捕獲日：2007年 10月 23日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：南西、移動距離：320 km、移動日数：37日

㉕標    識：ほうたつ  IMM  356
個体情報：♂
標識日時：2007年 9月 13日
標識場所：石川県羽咋郡宝達志水町宝達山
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標 識 者：松井　正人
再捕獲日：2007年 10月 30日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：神野　清司
移動方向：南西、移動距離：350 km、移動日数：47日

㉖性別：♂
標　識：9/15 ゆうた　6　ほうだつ
標識日：2007年 9月 15日
標識地：石川県宝達志水町宝達山
標識者：岡本　悠太
再捕獲日：2007年 10月 15日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：350 km、移動日数：30日

㉗性別：♂
標　識：9/17　ちえこ 129　ほうだつ
標識日：2007年 9月 17日
標識地：石川県宝達志水町宝達山
標識者：堀　千恵子
再捕獲日：2007年 10月 18日
再捕獲地：徳島県鳴門市撫養町妙見山
再捕獲者：天野　 由美子
移動方向：南西、移動距離：350 km、移動日数：31日

福井県からの飛来

㉘性別：♂
標　識：9/22  FKI　TS
標識日：2007年 9月 22日　
標識地：福井県福井市足羽山
標識者：下野谷　豊一
再捕獲日：2007年 10月 15日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：南西、移動距離：287 km、移動日数：23日

㉙性別：♂
標　識：9/23　FKI　TS
標識日：2007年 9月 23日　
標識地：福井県大野市巣原　平家平
標識者：下野谷　豊一
再捕獲日：2007年 10月 29日
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再捕獲地：徳島県海部郡牟岐町水落付近（南阿波サンライン）
再捕獲者：湯浅　勝利
移動方向：南西、移動距離：305 km、移動日数：36日

兵庫県からの飛来

㉚性別：♂
標　識：MG　10/12　SOA　437
標識日：2007年 10月 12日
標識地：兵庫県宝塚市 武庫川流域
標識者 ：大島　新一郎
再捕獲日：2007年 10月 15日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：南西、移動距離：128 km、移動日数：3日

㉛性別：♀
標　識：　XX1165　アワジ　10/17
標識日：2007年 10月 17日
標識地：兵庫県南あわじ市　諭鶴羽山
標識者：金田　忍
再捕獲日：2007年 10月 21日
再捕獲地：徳島県鳴門市撫養町妙見山
再捕獲者：天野　由美子
移動方向：西南西、移動距離：19 km、移動日数：4日

高知県からの飛来

32性別：♂
標　識：タカノス　10/6　FRV　1791
標識日：2007年 10月 6日
標識地：高知県吾川郡いの町鷹ノ巣山　瓶ヶ森林道沿い
標識者：本山　八司
再捕獲日：2007年 10月 18日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：東、移動距離：128km、移動日数：12日

33性別：♂
標　識：アキバ　10.10　　FRV 1982
標識日：2007年 10月 10日
標識地：高知県香美市岩改秋葉山
標識者：本山　八司
再捕獲日：2007年 10月 28日
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再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：東北東、移動距離：86km、移動日数：18日　　

34性別：♂
標　識：アキバ　10/15　NK225
標識日：2007年 10月 15日 
標識地：高知県香美市岩改秋葉山　岩改林道（文代峠）
標識者：楠瀬　伸子
再捕獲日：2007年 10月 22日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：松田　勉
移動方向：東北東、移動距離：86km、移動日数：7日　

35性別：♂
標　識：しらが　8/23　SN　265
標識日：2007年 8月 23日
標識地：高知県香美市（旧物部村）白髪山峰越林道
標識者：山崎　三郎
再捕獲日：2007年 10月 28日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：東、移動距離：66km、移動日数：66日　

36性別：♂
標　識：ヤス　10/12　DOI-394
標識日：2007年 10月 12日
標識地：高知県香南市長者ガ森
標識者：土居　敬典
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲日：2007年 10月 29日
再捕獲者：松田　勉
移動方向：東北東、移動距離：77km、移動日数：17日　

37性別：♀
標　識：ムロト　10/21　　ム N 134
標識日：2007年 10月 21日
標識地：高知県室戸市室戸岬
標識者：長崎　志津男
再捕獲日：2007年 10月 30日
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲者：岩佐　晴男・和子
移動方向：北東、移動距離：80km、移動日数：9日
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標識地などの情報がなく詳細が不明の個体

38性別：♂
標　識：9/28    AU 　RUK 001
再捕獲地：徳島県小松島市中田町（日峰山の真下あたり）
再捕獲日：2007年 10月 21日
再捕獲者：上岡　慎吾（中学１年生）

39性別：♂
標　識：OSA  MOTOKI  11/10/07
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲日：2007年 10月 23日（14時 30分）
再捕獲者：岩佐　晴男・和子

40性別：♂
標　識：いづみ　9/4か 9/14、2；Y. ZAO
　　　　いづみ（いブき　にもみえる）　山形蔵王と思われる
再捕獲地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
再捕獲日：2007年 10月 25日
再捕獲者：松田　勉

　2007年秋季期の移動で，徳島県で再捕獲された個体はこれら 40個体である．3個体は標識
地などが不明であるが，40番目の個体は山形県の蔵王山でマークされた個体であると思われる．
　再捕獲された個体のうち，富山県，石川県，福井県の北陸地方で標識されたものが 8個体で，
滋賀県ビワ湖バレイからの飛来の 5個体を合わせると，この方向からの飛来個体が例年より
多かった．
　さらに特徴的であるのは，高知県からの個体が 6頭も再捕獲されたことである．四国の他
の県でも 2007年秋季の移動では，通常とは逆の北や東側への記録がかなり出ていることから
も，四国内を短距離でいろいろな方向へ動いたように見える．

III. 徳島県から他の地域への移動（標識地ごとに標識日の早い順に示す）

①性別：♂
標　識：10.11、ナルト　ミヨウ、アマノ
標識日：2007年 10月 11日
標識地：徳島県鳴門市撫養町妙見山
標識者：天野　由美子
再捕獲日：2007年 10月 18日
再捕獲地：高知県香南市夜須町長者ガ森
再捕獲者：土居　敬典
移動方向：南西、移動距離：95 km、移動日数：7日
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②性別：♂
標　識：10.11 36 上 S；トクシマ　ヒノ
標識日：2007年 10月 11日
標識地：徳島県小松島市日峰山
標識者：上岡　慎吾（中学１年生）
再捕獲日：2007年 12月１日　10:45
再捕獲地：高知県幡多郡大月町大堂
再捕獲者：本山　八司
移動方向：南西、移動距離：226 km、移動日数：51日

③性別：♀
標　識：ム中；スヤ　トクシマ　10.12
標識日：2007年 10月 12日
標識地：徳島県阿南市椿町須屋
標識者：撫中　義美・喜代美
再捕獲日：2007年 10月 24日
再捕獲地：高知県香南市夜須町長者ガ森仲木屋林道
再捕獲者：土居　敬典
移動方向：南西、移動距離：95 km、移動日数：12日

④性別：♂
標　識：スヤ　10.16　ム中
標識日：2007年 10月 16日
標識地：徳島県阿南市椿町須屋
標識者：撫中　義美・喜代美
再捕獲日：2007年 11月 2日
再捕獲地：高知県幡多郡黒潮町鈴　須賀留
再捕獲者：本山　八司
移動方向：西南西、移動距離：163 km、移動日数：17日

⑤性別：♂
標　識：スヤ　10.17　ム中
標識日：2007年 10月 17日
標識地：徳島県阿南市椿町須屋
標識者：撫中　義美・喜代美
再捕獲日：2007年 10月 20日　12:30
再捕獲地：高知県香南市三宝山（龍河洞スカイライン）
再捕獲者：山崎　三郎
移動方向：西南西、移動距離：92 km、移動日数：3日

⑥性別：♂
標　識：スヤ　10.18　ム中
標識日：2007年 10月 18日
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標識地：徳島県阿南市椿町須屋
標識者：撫中　義美・喜代美
再捕獲日：2007年 11月 4日
再捕獲地：高知県室戸市岬町最御前寺
再捕獲者：楠瀬　伸子
移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：17日

⑦性別：♂
標　識：トクシマ　10.3　イワサ　ＭＪ
標識日：2007年 10月 3日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2007年 10月 17日
再捕獲地：高知県香美市秋葉山
再捕獲者：山崎　三郎
移動方向：西南西、移動距離：85 km、移動日数：14日

⑧性別：♀
標　識：トク、Ｋ　10.8
標識日：2007年 10月 8日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：神野　清司
再捕獲日：2007年 10月 23日
再捕獲地：高知県室戸市室戸岬町室戸スカイライン沿い
再捕獲者：本山　八司
移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：15日

⑨性別：♂
標　識：トク　Ｋ；10.12
標識日：2007年 10月 12日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識日：2007年 10月 15日標識者：神野　清司
再捕獲地：高知県室戸市室戸岬町室戸スカイライン
再捕獲日：2007年 10月 28日
再捕獲者：長崎　志津男
移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：16日

⑩性別 :♀
標　識：MJ　マツ　10.15
標識日：2007年 10月 15日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：松田　勉
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再捕獲日：2007年 10月 30日　8時 54分
再捕獲地 :高知県土佐清水市足摺スカイライン
再捕獲者 :金田　忍
移動方向：南西、移動距離：195 km、移動日数：15日

⑪性別：♂
標　識：10.15　イワサ　トクシマ　ＭＪ
標識日：2007年 10月 15日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2007年 10月 20日　14:30
再捕獲地：高知県香南市三宝山（龍河洞スカイライン）
再捕獲者：山崎　三郎
移動方向：西南西、移動距離：92 km、移動日数：5日

⑫性別：♂
標　識：トク　Ｋ　10.17
標識日：2007年 10月 17日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：神野　清司
再捕獲日：2007年 10月 31日
再捕獲地：高知県室戸市室戸岬町室戸スカイライン沿い
再捕獲者：本山　八司
移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：23日

⑬性別 :♂
標　識：MJ　マツ 10.18
標識日：2007年 10月 18日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：松田　勉
再捕獲日 :2007年 10月 29日　15:36
再捕獲地 :高知県土佐清水市足摺スカイライン
再捕獲者 :金田　忍
移動方向：南西、移動距離：195 km、移動日数：11日

⑭性別：♂
標　識：MJ　マツ　10.20
標識日：2007年 10月 20日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：松田　勉
再捕獲日：2007年 11月 3日
再捕獲地：高知県室戸市室戸岬町室戸スカイライン沿い
再捕獲者：本山　八司
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移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：14日

⑮性別：♀
標　識：10.23　イワサ；54　トクシマ　ＭＪ
標識日：2007年 10月 23日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2007年 11月 3日
再捕獲地：高知県室戸市室戸岬町室戸スカイライン沿い
再捕獲者：中谷　康彦
移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：11日

⑯性別：♂
標　識：佑介　1　とくしま；24.10　ＭＪ
標識日：2007年 10月 24日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：山田　佑介（椿小学校 4年生）
　　　　椿小学校のマーキング活動での一頭
再捕獲日：2007年 11月 2日
再捕獲地：高知県幡多郡黒潮町鈴　須賀留
再捕獲者：本山　八司
移動方向：西南西、移動距離：163 km、移動日数：9日

⑰性別：♂
標　識：10.25　イワサ；48　トクシマ　ＭＪ
標識日：2007年 10月 25日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2007年 11月 3日
再捕獲地：高知県室戸市領家室戸広域公園
再捕獲者：本山　八司
移動方向：南西、移動距離：72 km、移動日数：9日

⑱性別：♂
標　識：20　トクシマ　MJ　10.25　イワサ
標識日：2007年 10月 25日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2007年 11月 30日
再捕獲地：高知県室戸市室戸岬スカイライン
再捕獲者：MHO（アサギネット掲示板より）
移動方向：南西、移動距離：76 km、移動日数：36日



大原　賢二・山田　量崇

－ 82 －

愛媛県へ移動した個体

⑲性別：♂
標　識：トク Ｋ 10.18
標識日：2007年 10月 18日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：神野　清司
再捕獲日：2007年 11月 1日
再捕獲地：愛媛県宇和島市津島町柿の浦
再捕獲者：若山　勇太
移動方向：西南西、移動距離：217 km、移動日数：14日

鹿児島県へ移動した個体

⑳性別：♀
標　識：トクシマ　MJ 　28　イワサ　10.23　
標識日：2007年 10月 23日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2007年 11月 16日
再捕獲地：鹿児島県大島郡喜界町 荒木・中里遊歩道
再捕獲者：福島　誠
移動方向：南西、移動距離：760 km、移動日数：24日

沖縄県へ移動した個体

㉑性別：不明
標　識：10.23　イワサ；17　トクシマ　ＭＪ
標識日：2007年 10月 23日
標識地：徳島県海部郡美波町（旧：由岐町）明神山
標識者：岩佐　晴男・和子
再捕獲日：2008年 1月７日
再捕獲地：沖縄県八重山郡竹富町竹富島北岸
再捕獲者：[asaginet]での情報
移動方向：南西、移動距離：1470 km、移動日数：76日

　2007年秋季に徳島県で標識を付けられ，他の地域へ移動した個体は上記の 21個体であっ
た．そのうち 18個体が高知県への移動であり，1個体がそれぞれ愛媛県，鹿児島県，沖縄
県へと移動した．これはこれまでの記録から見ても高知県への移動が非常に多く，他の県，
特に九州方面への移動が少なかった．
　沖縄県竹富島への移動個体が再捕獲されたのは 2008年に入ってからであった．
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