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生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

中央インド・トラ保全プロジェクト
現地パートナー：インド野生生物トラスト（WTI）
【目的】
ヴィダルバ地域（マハラシュトラ州）内のトラの生息地確保・密猟防止
【概要】
ティペシュワール野生生物保護区において、以下の活動を行う。
・住民参加のトラとの軋轢対応チームの組織化とその活動に対する支援
・森林局の最前線森林スタッフに対する支援
・地域住民が自然ガイドとして活動するためのトレーニング
・生息地の開発規制に関する提言

活動実績

人件費を除く支援額その他経費（予算額）
：1,657,500 円（1,650,000 円）

JTEF は 10 年間行ってきたナグジラ・ナワゴン・トラ保護区の保全活動が功を奏し、これに注目したヨー
ロッパの組織が大きな保護資金を WTI に提供することになりました。JTEF は先駆者としての役割りを終
えたと判断し、新たな「保護の手が及ばない」トラの生息地の保全に乗り出します。それがティペシュワー
ル野生生物保護区とその周辺のトラの生息地です。
【プロジェクトの背景】

ティペシュワール野生生物保護区は、今まで 10 年以上 JTEF が支援してきた中央インドマハラシ
ュトラ州のナグジラ・ナワゴン・トラ保護区の南にあります。中央インドは「トラ天国」ともい
われ、地球上にいる野生のトラ 3500 頭の半数以上が暮らすインドのトラ個体数のさらに 20%以
上が生息しています。カーナ、サトゥプラ、ペンチ、メルガート、タドバ等いくつかの保護地域
を含む熱帯落葉樹林帯とトラの移動に不可欠な森林コリドーがトラを育んでいるのです。支援を
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始めたティペシュワール保護区の広さはわずか 148.6 平方㎞(大体川崎市と同面積)ですが、様々な
植物相が、多くの魚類、30 種の哺乳類、渡り鳥を含む 160 種の鳥類、26 種の爬虫類、4 種の両
生類、多種におよぶ魚類、無数の昆虫を支えています。
以前、この森林はタドバ・トラ保護区とテレンガナ州にあるカワル・トラ保護区を結ぶ大切な
コリドーとしてトラが移動していると考えられていましたが、さらに今日では、この保護区に定
住するトラも確認されています。現在、森林局の調査では、保護区を含めいくつかの森林の断片
を含む地域に、12 頭の成獣と 18 頭の子トラが生息しているとのことです。
トラの個体数増加は大変喜ばしいことではありますが、保護区管理がきちんとできていない場
合、村人とトラとの軋轢が起こることになります。このティペシュワール野生生物保護区でも、
人との軋轢が高まって、わずか 15 か月で人間が 7 名、家畜が 44 頭も被害にあいました
（下図の黄丸が家畜の捕殺、赤丸が人の死亡事故の発生場所）。
【特定のメストラによる度重なる人身被害発生、手続的に問題のあるトラの駆除
特定のメストラによる度重なる人身被害発生、手続的に問題のあるトラの駆除を受けての緊急ワーク
トラの駆除を受けての緊急ワーク
ショップ】
既に述べたとおり、私たちが活動を開始したときする以前から、ティペシュワールは、保護区管理の不
備と住民の知識不足から、トラとのトラブルが頻繁に起きていました。人身被害だけでも、わずか 15 か
月で 7 件を被害にあったのです。しかも、それも殺された 7 名のうちの 5 名から同じメストラの DNA が発
見されたのでために、村人たちは激怒し、そのトラを殺すように強く要望しました。ところが、その最中に
あらた新たに 3 人の死亡者が出る事態となったのです。この 3 人は牛飼いでしたが、このメストラと 1 歳
になる 2 頭の子トラがこの地域でハンティングをしていたときに襲われました。そこで村人たちは殺気立
ち森林局の車に火をつけるなど大騒動となりました。あわてた森林局はハンターを雇い、そのメストラを
殺し、村人たちは一安心したのですが、その後すぐにこのハンターを雇った手順がきちんと法に則った沿
ったものではなかったこと、加えてそのハンターは銃刀法違反、薬物所持違反もあったことがわかり、森
林局に対する村人の不信感はさらに高まったのです。この事件は多くのメディアも注目していました。

殺されたメストラ

この様な状況下で、殺されたメストラの 2 頭の子トラたちも殺すという議論がされ始めていました。
JTEF の現地パートナーの WTI はこの事件を最高裁判所に継続的に働きかけ、一方で森林局にはきち
んと対応するように求めました。また、村人たちの間でパトロール隊を結成し、ワークショップを開いて自
分たちでも村を守る行動を起こすように奨励しました。地元の人たちにトラとの共存して生きていくための
具体的な行動を提案必要性を強調したのです。オスの子トラはまだ捕獲されていませんが、メスの子トラ
は捕獲され、ペンチ国立公園に移されてモニタリングがされています。殺されずに済んだのです。

緊急に開催されたワークショップ
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森林局がきちんと機能していたら、また村人がトラとの共存を理解していたら、死亡者があれほどの数
にはのぼらなかったでしょうし、メストラを殺すことも無かったかもしれません。オスの子トラはまだ捕獲さ
れていませんが、メスの子トラは捕獲され、殺されることなくペンチ国立公園に移されてモニタリングがさ
れていることは、せめてもの救いですます。殺されずに済んだのです。
安全対策として、パトロール中にトラを発見した場合やトラが牛にとびかかったりした場合等、人々に
知らせるための笛を配布しました。村人たちはパトロールで分かったトラの動きを森林局に定期的に報
告し、監視を続けています。この対策を整えて以降、この地域では牛の被害は起きていません。
【野生生物保護区での山火事対策】
昨年は山火事が例年になく数多く発生しました。中央インドでは地元の人々がテンドゥという木の葉を
集め、タバコをまくためのロール紙として使用し、地元のタバコとして販売されています。村人たちはしば
しば森に入り、落ちた葉を簡単に集めるために林床に火をかけます。それが原因となった森林火災が夏
の時期にはしばしば発生します。しかし、一部の地域では動物を密猟するために故意に火災が引き起こ
されていることがわかってきました。ティペシュワールの 150ha 以上のコア面積やタドバ・アンダリトラ保
護区の緩衝地帯では 3 日間連続して発火しましたが、これらはまさにその疑いがあります。その際、
JTEF-WTI のワークショップで訓練された 20 人の自然ガイドが消火に重要な役割を果たしました。森林
局は、問題を起こしたトラや森林火災を、タイムリーに森林部門へ報告などを行った住民自然ガイドの熱
心な活動を称賛していました。

【高圧電によるトラの感電死への対策】
今までも保護区外で人や家畜との接触が多いトラに対し、村人が報復として、殺された家畜に毒を塗
ってトラの戻ってくるのを待ったり、罠をかけたり、爆音を出したりしていましたが、最近は 440 ボルトの高
圧電線が、瞬時に動物を感電死させる殺す手段として利用される例が増えています。作物をイノシシや
ニルガイ、シカ類などから守るためにこの電線で畑のフェンス周りを囲うのですが、ナマケモノ、ヒョウ、ト
ラなども偶然に犠牲となっています。さらに問題なのは、地元の人、特に牛飼いが家畜を殺したトラへの
報復手段として意図的にこの「武器」を用いるようになったことです。さらに、トラの密猟者がこの高圧電
線をトラの密猟目的に好んで使うところまできています。

そこで、JTEF-WTI は森林局と共に、名誉保護区長のラムザン・ビラニ博士もの参加を得て、スタッフ
に向けて初めての野外ワークショップをティペシュワール野生生物保護区で開催しました。このワークシ
ョップにマハラシュトラ州電力配電会社（MSEDCL）にも参加を求めました。この同じ内容のワークショッ
プがティペシュワール野生生物保護区以外の場所でも開催され、合計 107 名の最前線で働く森林警備
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員、担当官、日常的に森林に入る労働者、および電機部門の現場スタッフ等が参加しました。その地域
での動物の移動、確認されたホットスポットや今後予想されるホットスポットの位置情報も共有されました。
ビラニ博士は巡回中の感電事故を防ぐための予防策実施の手順と現場での活動に焦点を当てて解説
を行い、WTI 中央インド・トラ・プロジェクトのリーダーであるプラフーラ・バンブルカー氏は、「感電」撲滅
は、密猟との戦い同様、戦闘と考えるべきだとして、その重要性と緊張感を持った取り組みの必要性を
強調しました。このワークショップは森林局からも電力委員会からも、現場で共同パトロールや監視を行
うための関係機関の間の合意形成を行うのに役立ったと、高く評価されました。

アジアゾウ保全プロジェクト
現地パートナー：インド野生生物トラスト（WTI）
【目的】
ゾウの生息地確保・密猟防止
【概要】
未定

活動実績

人件費除く支援額その他経費（予算額）
：０円

（2,200,000 円）

アッサム州カルビ・アングロン自治県では、約 10 年にわたり、ゾウのコリドー内の村の移転、ゾウのト
ラブル対策として、森と農地の間に電気柵やエコバリアーを設置して、地域住民自身が管理する体制の
整備、野生動物のレスキュー・野生復帰の仕組みを作ってきました。
この 10 年を節目とし、来年度からは、支援先を別の生息地へ移し、新しい活動を行っていくことになり
ました。現地パートナー側で新プロジェクトの検討、準備に時間を要したため、今年度からのスタートとは
ならず、支援も次年度からということとなりました。
新しい「
「南インド・ケララ・アジアゾウ保全プロジェクト」の概要は、次のとおりです。
南インド・ケララ・アジアゾウ保全プロジェクト」
インドには、世界全体（46,000 – 49,000 頭）の 60％を占める 27,000 頭のアジアゾウが生息しますが、
その約半数（12,000 頭）が集中するのが南インドです（カルナータカ州、タミルナドゥ州、ケララ州、アンド
ラプラデッシュ州）。

今回プロジェクトを立ち上げて保護を試みるのは、ケララ州に生息するゾウ個体群のうち、以下の 2 つ
です。
1 つ目は、約 6,500 頭からなる世界最大のアジアゾウ個体群です（ブラマギリ・ニルギリ・東ガーツ個体
群）。その生息地は、西ガーツ（高地）に属するブラマギリ丘陵から、ニルギリ丘陵、そして東ガーツ（高地）
に渡り、面積は 12,000 ㎢（東京都の 6 倍）に及びます。その一部が、ケララ州にも含まれています。生息
地の植生は、乾燥した有刺林から湿潤なショーラ林・草原（谷地形の場所に、波のようにうねる草原の中
に成長不全の亜熱帯・熱帯性森林がパッチ状にあらわれるもの）まで多様です。
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草原と森林がパッチ上に組み合わさショーラ林・草原

2 つ目のゾウ個体群（ニランバー・サイレントバレー・コインバトール個体群）は、ほぼケララ州に含まれ
る 2,300 ㎞の生息地に暮らすものです。植生は、熱帯性常緑樹林から、ショーラ林・草原までやはり多様
です。 実際にプロジェクトを実施する場所は、以下の図のとおりです。

これら 2 か所でプロジェクトを実施する理由は、それらの場所がゾウの個体群が移動して生息地を広く
利用するために重要である一方、そこに危機がせまっているからです。最も大きな脅威は、生息地の分
断です。アジアゾウの中では最高の条件が残されてきたこれらの生息地にも、水田や、バナナ、ビンロウ、
ココナツヤシ、コーヒーなどの農園が食い込み、場所によってはゾウの行き来できる森林が帯のように細
くなって今にも途切れてしまいそうです。
生息地が分断されることを防ぐためには、ゾウが行き来するための森林＝「コリドー」を守らなければ
なりません。

コリドーの一例：ゴム園が拡大されてコリドーの幅が狭まりつつあり、しかも周囲に住む 132 世帯の住民が、コリドー内で
燃料木の伐採などを行っている。
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今回活動する地域では重要なコリドーが計 5 つ確認されています（第 1 個体群のための 3 つと、第 2
個体群のための 2 つ）。そのうちの 1 つ（第 1 個体群移動のためのもの）は、WTI の努力と村人の協力
により、コリドー内にあった村が別の場所へ移転し、ひとまず対策が講じられています。ただし、移転した
後の村人の生活が安定しないと、再びコリドー内に逆戻りということにもなりかねません。さらに、他の 4
つのコリドーについては、未だ保護策が検討できていません。
そこで、JTEF と WTI は、これらのゾウが行き来するための森林＝コリドーを守るために、ケララ州森
林局および地域住民と協力し、以下の活動を計画しています。
1
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未だ保護策が検討されていない 4 つのコリドーについて、ゾウによる利用の実態と、それがどのよう
な危機にさらされているのかを詳細に調査し、周囲の村の土地利用によってコリドーが悪影響を受
けないようにするための保護策を立てます。そのために、この活動に専従する専門性のあるスタッフ
を雇用し、調査と対策検討に当たらせます。また、既に保護策が実施されたコリドーに関しても、モニ
タリングをしていきます。
5 つのコリドー周辺では、人とゾウとのトラブルが起きています。これを放置すると、人や作物にゾウ
による被害が及び、ゾウは報復的に密猟されてしまいます。そこで、トラブルを現場で防止するため
の監視ステーションを兼ねた、スタッフが駐在するフィールド・ステーションを設置します。

ゾウの足跡が水田に。
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その他、人とゾウとのトラブルによる事態悪化を防ぐ「緊急」対策として、ゾウの農地への侵入を防止
する柵の設置や、発生してしまった被害に対するお米によるお見舞いなど、地域住民のゾウ保全へ
の理解を得るための活動を行います。

イリオモテヤマネコ生息地保全プロジェクト
パートナー：イリオモテヤマネコ生息地保全調査委員会（委員長：土肥昭夫）
西表大原ヤマネコ研究所（所長代行：岡村麻生）
【目的】
西表島低地部におけるイリオモテヤマネコ生息地の保全
【概要】
・西表島低地部の土地利用に際して生息地保全のために配慮すべきことを調査し、関係機
関へ提言する。
・ヤマネコを含む絶滅危惧種の回復を中心とした、生物多様性保全のための法制度を関係
機関へ提言する。

活動実績

人件費を除く支援額その他経費（予算額）
：322,129 円（208,000 円）

【世界自然遺産登録問題】
世界自然遺産登録問題】
2018 年、IUCN の厳しい評価を受けていったん取り下げられた西表島等の世界自然遺産推薦ですが、
日本政府はその内容を改訂し、2019 年 1 月に推薦書を再提出しました。採否は、2020 年 6～7 月の世
界遺産委員会（福州, 中国）で決定される予定です。
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世界自然遺産リスト記載登録に伴うオーバーツーリズム（観光地の自然や、住民の生活環境保護上
の収容力の限界を超えるような、観光客の増加をもたらす観光利用のあり方）への対策の仕組みと実施
が、関係行政機関によってきちんと行われるよう、提言、働きかけを行っています。自然観光ガイドの免
許制度を定める「竹富町観光案内人条例（仮）」の第 1 回検討会が 5 月 18 日に開催され、9 月 6 日に竹
富町議会へ上程、9 月 20 日に条例案が可決成立しました。ただし、検討過程は住民や NGO に十分公
開されなかったという問題があり、今後条例の細部を定める規則の検討においては、この点が改められ
る必要があります。この点については、9 月 17 日付で、竹富町長に対して、意見書を提出しました。
本命の、「島内の各フィールド」おける行為規制と立入制限を行う仕組みについては、それを話し合う
ためのエコツーリズム推進協議会（やまパトも協議会メンバー）の第 1 回が 10 月 3 日にようやく開催さ
れた状況です。一方、「島全体」の受け入れ可能な来訪者数を定め、それを実行するための検討会が 3
月から開催されていますが、こちらは密室の議論となっており、8 月 28 日に公表された素案（方針）は、
実効性がない、または実現性に大きな疑問のある内容です。
もっとも問題なのは、竹富町が策定の意思を表明している「イリオモテヤマネコ交通事故防止対策条
例（仮）」の検討会がまだ始まっておらず、来年度になりそうなことです。西表島は 2020 年度夏には世界
自然遺産リストへ記載登録されると予想されていることから、一刻も早く議論を始め、これらオーバーツ
ーリズム対策を進める必要があります。
10 月 11 日、12 日には、IUCN の専門家が再び西表島に来島し、現地視察を行いました。JTEF/やま
パトは、事前にヤマネコ保護、西表島の自然保護の諸問題（世界遺産登録推薦地の範囲、ヤマネコ交
通事故防止策、浦内橋架替問題、島と個々の区域のそれぞれの収容力の設定とその範囲内の来訪を
確保するための仕組み、住民参加）に関する報告書をまとめ、IUCN 専門家らに送りました。12 日には、
現地で IUCN との意見交換会が開かれ、そこでやまパトから口頭でも意見を述べました。

（左）報告書表紙と、（右）推
薦地（濃緑）から除外されてし
まっている区域（青丸と赤丸）

【浦内橋の橋梁架替え工事】
浦内橋の橋梁架替え工事】
3 月 24 日の八重山毎日新聞で浦内橋の架け替えが報じられました。浦内川は、仲間川と共に西表島
の 2 大河川となっており、日本一の魚種を誇ります（位置は、次頁の地図を参照。）架け替えは▽迂回
（うかい）路用に仮設橋を設置（3 年）▽既設の橋を解体（3 年）▽同じ場所に橋の新設工事（5 年）▽仮設
橋の撤去の順で行われるとされ、仮設橋の一部で盛り土（事頁右の図のオレンジ矢印の部分）が行われ
ることや、資材搬入が主に白浜港から行われることが計画されています。
現場付近では、環境省/林野庁のイリオモテヤマネコ保護増殖事業でモニタリングが行われ、ヤマネコ
の定住が確認されています。工事車両の通行が多くなると予想される区間では、最近ヤマネコの交通事
故が多発しています。また、浦内川は 400 種以上の魚類が生息する川であり、今回工事が予定されて
いる浦内橋周辺には、多数の希少種を産する貴重な湿地環境が残されています（国立公園の第二種特
別地域、世界自然遺産リスト記載推薦書では緩衝地域に指定）。
やまねこパトロールは工事が行われる場所の重要性とその工期の長さから、イリオモテヤマネコや周
辺環境、住民生活に与える影響が大きいと判断し、自然環境に配慮した工法の検討や工事請負業者の
安全運転義務付け、住民説明会の開催を求める提言を八重山土木事務所に提出しました。
10 月に IUCN に提出した報告書でも、この問題を指摘しています。
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交通事故防止対策
直轄事業（西表島支部やまねこパトロール）
【目的】
イリオモテヤマネコの交通事故防止
【概要】
・地元の人々の自発的な協力のもとに、夜間、目撃多発地点をパトロールする。
・西表島の地元の人々、観光客に対して、ヤマネコの交通事故防止について普及する。

：1,567,373 円（1,133,000 円）

活動実績

【2019 年のイリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、
年のイリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、1
イリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、 件】
2018 年は、9 件（過去最多は 2016 年の 7 件）、うち 6 件で各 1 頭の死亡が確認されました。
2019 年は、春から夏にかけてイリオモテヤマネコも繁殖、子育てのシーズンになり、各地で親子
ネコの路上出没も確認されているものの、今のところイリオモテヤマネコの交通事故は 7 月 21
日の 1 件にとどまっています。しかし、交通事故が多発した翌年は比較的、事故件数が少なくな
る傾向があるので楽観はできません
【通年で交通事故防止夜間パトロール実施中】
通年で交通事故防止夜間パトロール実施中】
イリオモテヤマネコの交通事故を防止するため、JTEF 支部やまねこパトロールが組織した地元の
人々からなるパトロール隊（西部、東部各 10 名ほど）が、夜間パトロールを行っています。2 人 1 組で自
動車に乗り、19:30～22:30 の間、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に時速 20 ㎞で走ります。車には反
射ステッカーをつけて、遭遇車両にスピードを落とすよう警戒を呼びかけています。通行車両に注意喚
起を呼び掛けるほかイリオモテヤマネコを路上に誘引する原因ともなる野生生物や、そのロードキル個
体を路上から除去しています。
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2018 年度の夜間パトロールは合計で 118 回実施しました（2018 年 4 月～2019 年 3 月）
。2017
年までは古見～船浦間での実施でしたが、近年は船浦より西の地域で事故が多発傾向にあること
から、2018 年 5 月より中野～白浜間のパトロールも開始しました。中野～白浜間のパトロールは
まだ回数が少なく実施できない月（6 月）もありましたが、交通量が非常に多いことが分かりま
した。

速度については、後良～船浦、中野～白浜間で大きな差はありませんでしたが、約半数が速度
超過という状況からも、交通量が多い中野～白浜間で事故が発生する確率はやはり高いと言えそ
うです。今後も安定的なパトロールを実施してゆくために、パトロール体制のさらなる強化を予
定しています。

9

ヤマネコのいるくらし授業
ヤマネコのいるくらし授業
直轄事業（本部＆西表島支部やまねこパトロール）
【目的】
西表島で、イリオモテヤマネコ／西表島の自然との「共存」を受け入れるだけでなく、
一人一人が「共存」を日常の生活の中で意識し行動するような社会をめざす。
【概要】
西表島の子どもたちに、小中学校の場でヤマネコの生態と社会を踏まえ、ヤマネコの
立場に立って島の暮らしのあり方について学ぶ機会を提供する。大人への波及効果も
重視する。そのためには、現場の教員が主体となった授業実践、学校側が組織的にそ
れを支える仕組み作りを促すことが必要である。そこで、以下の活動を行う。
・現場教員が本授業の意義とそれを実践する技能・工夫を身に着ける教員研修会の実
施
・教員の授業実践に関する相談、資料提供、実施における協力
・各校が教員の授業を受け入れる環境整備。そのため教育委員会が研修会を公式行事
化するようはたらきかける。
・教員による授業とは別に、必要に応じた出張授業の実施

活動実績

人件費 管理費 除く支援額その他経費（予算額）
：393,781 円（427,000 円）

【上原小学校の
上原小学校の先生が行ったヤマネコのいるくらし授業への協力】
先生が行ったヤマネコのいるくらし授業への協力】
恒例となっている上原小学校 4 年生のヤマネコのいるくらし授業。今年も 11 月 21 日から総合の学習
の時間を使い、野生生物保護センター見学、フン分析、自動撮影カメラの設置や夜間パトロール体験な
どを行いました。2 月 2 日の学習発表会では、これまで学習したヤマネコの特徴やロードキルが多発して
いる現状について発表したほか、生徒たちが作成したロードキル防止を呼び掛けるチラシと看板を披露
しました。作成したチラシは 2 月 14 日に上原港で配布したほか「やまねこレンタカー」で利用者に配布し
て頂いています。看板については、生徒たちと相談の上、3 月 15 日に上原地区の事故多発地点３か所
に設置してあります。

【教師研修会】
教師研修会】
今年度も竹富町教育委員会のご協力をいただき、西表島に赴任された先生方を中心に教員研修会を
開催しました。夏休みに入ってすぐの 7 月 25 日に行われた東部では 3 校から 12 名が参加、翌 26 日の
西部では、4 校から 6 名が参加されました。JTEF から、この研修会を続けている理由、トラ・ゾウ保護基
金の活動、イリオモテヤマネコの特徴や現状、脅威となっている交通事故や、現在西表島が世界自然遺
産に推薦されていること等を伝え、昨年この研修会に出てヤマネコ授業を作ってくださった上原小の先
生 2 名からは授業の作り方、子どもたちの様子などを、画像を使ってお話しいただきました。その後、東
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部、西部ともに近くのヤマネコの気配が感じられるフィールドへ出て、自動撮影カメラを皆で架けました。
東京の JTEF 事務局で授業やこの研修会についてアドバイスを頂いている研究会メンバーの 1 人、三石
先生（帝京大学専門職大学院教授）からも「ヤマネコのいるくらし授業を通しての深い学びについ
て」お話しいただきました。1 日ずっと一緒に参加して下さった竹富町教育委員会の課長、係長からも、こ
の研修会は意義深いとおっしゃっていただきました。なお、当日かけた自動撮影カメラの映像にはヤマネ
コは写っていませんでしたが、親子のイノシシや、1 頭のイノシシが寝転がってカラスにダニをとってもら
う様子など、普段見ることのできない自然な姿が撮影されており、授業の導入のヒントにもなると思い、
先生方にも共有しました。
【野生生物保全教育研究会】
野生生物保全教育研究会】
東京ではほぼ月に 1 回、ヤマネコのいるくらし授業研究会を開き、教育学、環境教育の第一人者の先
生方からアドバイスを頂いています（11 月 14 日、4 月 17 日、6 月 12 日、9 月 18 日実施）。

直轄事業（本部＆西表島支部やまねこパトロール）
【目的】
イリオモテヤマネコの交通事故防止、イリオモテヤマネコの生息地に悪影響を与える土地
利用防止、イリオモテヤマネコの生活をかく乱する観光のやり方の防止
【概要】
・西表島の地域住民を対象としたシンポジウムの開催、観光客に対する教育普及ツールの
開発・普及等の教育普及活動を行う

人件費 管理費 除く支援額その他経費（予算額）
：185,127 円（147,000 円）

活動実績
【イリオモテヤマネコの日記念シンポジウム
毎年開催しているイリオモテヤマネコの日記念シンポジウム。今年は「これからのヤマネコ保
護にもとめられること」のテーマで、島の東西両地区で開催しました（14 日大原地区離島振興総
合センター、15 日上原地区中野わいわいホール）
。シンポジウムは、長年イリオモテヤマネコの
研究と保護に携わってこられた琉球大学の伊澤雅子教授による基調講演、やまねこパトロールに
よる交通調査の発表、パネルディスカッションの構成で開催し、これまでおこなれてきた様々な
交通事故防止対策を振りかえりながら、これからのヤマネコ保護について求められることについ
て討論しました。パネリストは八重山地区交通安全協会 西表島東部支部長 玉盛雅治氏（14 日）
、
八重山地区交通安全協会 西表島西部支部長 三盛克美氏（15 日）
、環境省西表保護官事務所 自
然保護官 竹中康進氏、竹富町政策推進課 課長補佐 仲盛敦氏、ＪＴＥＦ西表島支部やまねこ
パトロール 高山雄介事務局長。
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伊澤雅子教授からはアンダーパスや路上侵入抑制策の取り組みを紹介した上で、近年は人馴の
傾向もみられ島内どこでヤマネコが飛び出してきてもおかしくないと説明。ドライバーが常にヤ
マネコを意識して安全運転することが大切であると指摘されました。竹富町政策推進課からは、
現在検討されているイリオモテヤマネコ交通事故防止対策条例の紹介があり、▽ヤマネコの人馴
れを助長する行為の規制▽自動車の運行を伴う事業の適正化▽関係機関で連携した交通事故防止
対策が検討されていると説明されました。シンポジウムの様子は 4 月 16 日付の八重山毎日新聞紙
面トップで報道されました。

【イリオモテヤマネコの日にヤマネコ保護パネル展】
イリオモテヤマネコの日にヤマネコ保護パネル展】
2019 年 4 月 13～27 日、石垣離島ターミナルで、やまパトと竹富町共催のヤマネコ保護パネル
展示を開催しました。

緊急支援：プロジェクト以外の生息地支援またはプロジェクトの予算枠を超えて、
緊急の支援を行なう必要がある場合に行うものです。
人件費（管理費）除く支援額その他経費（予算額）
： ０円（450,000 円）

生息地外における野生生物保全に関する教育・普及事業

直轄事業
【目的】
・トラ、ゾウ、ヤマネコの保全を導入として生物多様性保全に直接的な関心を持った一般
の人々の間に「日本全体に野生の世界をそっと大切にしたいという思いが広がり、それを
守りたいという願い」（JTEF 設立趣旨書「目的」
）が生じるように普及活動を展開する。
【概要】
・生物多様性保全について、事実を認識し、論理的に納得し、共感を持てるようなプログ
ラム制作、イベント開催を行なう。
・日本において生物多様性を喪失させない消費行動を促す。たとえば、象牙製品を買わな
いことなど。

活動実績

人件費を除く決算額（予算額）
：890,070 円（1,350,000 円）

12

2019.2.9 竹富町やまねこマラソン大会
竹富町やまねこマラソン大会に出場＆ブース出展
やまねこマラソン大会に出場＆ブース出展（西表島）
に出場＆ブース出展
チーム「やまねこパトロール」が交通事故 ZERO を訴えて「竹富町やまねこマラソン」を走り
ました。ゴール地点で写真パネル展を、懇親会場前ではブースを出展し、ヤマネコの交通事故防
止活動を紹介しました。

2019.2.11 かなざわバレンタイン フェアトレード de チョコまつり！に参加
金沢動物園(横浜市)でゾウ保護のブースを出展しました。金沢動物園のご協力で、ゾウ舎の前に
パネルを展示し、来場者にゾウの保護についてお話ししました。ご寄付もいただきました。

2019.3.30-31 KEEN フェスタの Us4Iriomote ブースに参加
フットウェア メーカーの KEEN のフェスで(代々木公園)。西表島での自然保護をサポートする
Us4Iriomote プロジェクトのブースにやまねこパトロールも参加し、交通事故防止やヤマネコのい
るくらし授業について紹介しました。賛同者坂本美雨さんも歌とともにヤマネコ保護をアピール。
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2019.4.20-21 アースデイ東京
アースデイ東京 2019（代々木公園）では、JTEF とアフリカゾウの涙がブースをつ
なげ、象牙のハンコはいらない‼と強力にアピール。

2019.5.3-4 金沢動物園インド祭りに参加
インドでのアジアゾウが移動するためのコリドーを守る活動、日本の象牙市場閉鎖のための活動
などを紹介。ゾウのクイズも。

2019.5 .19 東京西表島郷友会総会
東京西表島郷友会総会に
ブース出展
総会にブース出展（川崎市総合自治会館）

2019.6.22 沖縄音楽三線教室（伊良皆幸吉主宰）記念公演にブース出展（港区メルパルクホール）
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2019.7.28 世界トラの日に、野生のトラについて解説（上野動物園）
世界トラの日
動物園ボランティアさんたちとともにブースを特設。トラの前で野生のトラ保護についても解説。

2019.8.12 世界ゾウの日に上野動物園とトークショー（上野動物園）
世界ゾウの日

2019.9.28-29 ナマステインディア 2019 にブース出展（代々木公園）

2019.10.26-27 ディワリ・イン・横浜 2019 にブース出展
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野生生物保全に関する政策提言事業

政策提言
直轄事業
【目的】
・トラ、ゾウ、ヤマネコの保全を導入として生物多様性保全に直接的な関心を持ち、
「日本
全体に野生の世界をそっと大切にしたいという思いが広がり、それを守りたいという願
いを実現できる社会」
（JTEF 設立趣旨書「目的」
）を実現するための政策と法制度を実
現する。
【概要】
以下の事項について、関係機関に政策提言を行なう。
・象牙の輸入禁止継続・国内取引禁止に向けた規制の強化：象牙市場閉鎖プロジェクト
・野生生物犯罪に対する法執行の改善：JUSTICE プロジェクト

活動実績

人件費 管理費 除く支援額その他経費（予算額）
：3,196,239 円（4,810,000 円）

【象牙市場閉鎖
【象牙市場閉鎖プロジェクト】
市場閉鎖プロジェクト】
【ニューヨーク市長が小池知事に、東京で象牙販売禁止する要請を行ったことを、国際 NGO と
ともにプレスリリース】
ともにプレスリリース】
5 月 8 日、ビル・デブラシオ ニューヨーク市長が、国際姉妹都市である東京都の小池百合子都
知事に書簡を送り、世界最大の象牙市場を擁する日本で象牙取引を終焉させる取組みを支持する
よう求めました。ニューヨーク州は、象牙製品の販売を禁止している米国の 9 つの州のひとつで
す。2015 年にタイムズ・スクエアで、2017 年にセントラル・パークで、押収象牙の粉砕処分が
行われています。

ニューヨーク市長から小池都知事に宛てられ書簡

この書簡の前日である 5 月 7 日には、37 名の米国下院議員が、在米国の日本大使に対し、存続
の危機にあるゾウを保全するために、日本が世界の国内象牙市場を閉鎖する取組みに加わるよう
求める書簡を送っています。この書簡の署名者には、下院外務委員会議長のエリオット・エンゲ
ル議員（ニューヨーク州、民主党）も含まれています。
日本は、「ゾウを救おう」という国際社会の熱意に、まさしく包囲されつつあります。
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【最新の報告書を公表】
最新の報告書を公表】
5 月 31 日、最新報告書「日本の国内象牙市場を閉鎖しなければならない 5 つの理由」を公表し
ました。

JTEF のウェブでダウンロードできます。

この本報告書は、市場閉鎖以外、日本の象牙の違法取引を撲滅するための選択肢はないことを、
最新のデータと情報に基づいて明らかにしています。

JTEF の報告書を報じた新聞記事

「閉鎖しなければならない 5 つの理由」は、次のとおりです。
1

日本の合法的象牙市場は、象牙の違法輸出に対して極めて脆弱である。
2011 年から 2016 年の間に、148 件の日本からの象牙の違法輸出が記録され、うち 113 件（総
重量約 2.3 トン）は中国への輸出でした 。

中国人が、日本の大手象牙業者から象牙を買い入れていたことを報じる TV ニュース

そして、このような密輸出は依然として続いています 。2019 年 4 月 15 日に中国税関は、大阪
からウルムチ（中国新麗ウイグル自治区の首府）への密輸出事件を発表、この件にかかわった犯
罪グループは、日本に滞在する販売代行を通じ、インターネット・オークションで象牙を買付け、
税関を欺くため、内容を偽ったり、合法的に送ることのできる物の中に隠して、国際郵便で送ら
せていました。これらの者による象牙買取りのネットワークは、11 の省の 14 の都市に張り巡ら
されていたこともわかっています。
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2

繰り返される違法な国内象牙取引が厳しく処罰されていない。
国内で行われる違法な象牙取引の摘発は、2014 年は全国で 1 件でしたが､15 年は 3 件､16 年は
6 件､17 年が 8 件で､18 年には 14 件に達しています。ところが、罰則の法定刑引き上げにもかか
わらず、検察官は一貫して厳格な処罰を回避、実際には違反者が不起訴か、せいぜい略式命令で
罰金の納付を求められるだけというように、日本司法の象牙の違法取引への甘さが明らかになっ
ています。

3

法の抜け穴を利用する虚偽登録が蔓延しているにもかかわらず、政府が登録を促進したため、出所
不明の象牙が合法化され、在庫され続けている。
日本政府による全形牙の登録促進は、信用性のない象牙の持主の親族や知人の「一筆」で登録
を許すという、手段を択ばぬやり方によって支えられてきました。
法律上、全形牙の登録は取引の条件とされているのですから、政府は、取得経緯・時期不明の
全形牙がロンダリングされてしまうリスクを黙認して、大量の象牙を合法市場に供給し続けてい
ることになります。2017 年 9 月から 2018 年の 8 月までの 1 年間で、1,905 本もの象牙が登録さ
れてしまいましたが、その 98％はこのような一筆で登録されていました。
図4 象牙登録キャンペーン前半1年間（2017年8月31日～
2018年8月30日）に登録された象牙について、
取得時期を確認するために登録機関が受理した
第三者証明書を作成した者の内訳
象牙の譲渡人
2%

親族以外の
第三者 20%

親族
78%
登録本数：1,905本
登録申請件数：1,212件

出典：環境省, 2018, 2018年10月29日付トラ・ゾウ保護基金・坂元に対する電子メール,
環境省自然環境局野生生物課

2018 年 10 月には、宮城県警らによって、組織的な犯罪グループによって、この抜け穴が利用
され、虚偽登録が行われていたことも明らかになりました。
4

全形牙のみを登録対象とする法の抜け穴に付け込んで、全形牙に対する将来の規制強化を無力化
しようとする象牙業者の対策が進行中である。
「登録しなければ売り買いできない」という規制の対象になるのは、全形牙だけに限られてい
ます。日本政府は、将来、全形牙の登録手続を厳格化することをちらつかせてきましたが、象牙
を加工する製造業者らは、
「規制対象が全形牙だけ」というこの抜け穴を利用し、全形牙全数登録
の期限の前に、全形牙を分割し、以降はカット・ピースの形態で原材料用象牙を在庫し、取引し
始めたことが、カット・ピース在庫の激増などのデータにあらわれています。
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5

日本の象牙需要および市場は、近い将来、拡大するおそれがある。
象牙製ハンコの業者在庫の分析から、製造業者は象牙印章の製造を急増させ、小売業者は、卸
売業者の在庫が減少するほど積極的に、象牙印を買い込んでいることがわかりました。日本の象
牙市場で象牙印に対する消費需要が刺激されつつあるといえます。また、近年の中国、香港の市
場閉鎖の動きを考えれば、近い将来、中国等の象牙市場における需要が日本へ移転する、という
シナリオが現実のものとなるおそれもあります。

本報告書は、公表直前に日本政府および条約常設委員会のメンバー国に提出されました。日本
政府に対しては、甘い認識を捨て、CoP18 までに象牙市場維持の政策を転換することを迫り、常
設委員国に対しては、CoP18 に向けてアフリカ諸国から提出された、世界の国内象牙市場の全面
閉鎖提案を支持するよう求めています。

【環境省による「
【環境省による「7 月 1 日から全形牙登録審査の厳格化」を批判】
日から全形牙登録審査の厳格化」を批判】
6 月 7 日、環境省は、
「全形を保持した象牙の登録審査方法の厳格化に係る運用について」記者
発表を行いました。

7 月 1 日以降、放射性炭素年代測定が求められることになります。ようやく、
「家族の一筆だけ
ではダメ」になったわけです。
しかし、この 1 年 9 か月をかけて環境省が行った「登録促進キャンペーン」の成果もあって、
国内の登録全形牙は既に 181 トンも在庫されています（2019 年 6 月末現在）。これに事業者の持
つカット・ピース 70 トン、在庫量がまったく不明のその他の象牙が加わります。7 月 1 日までに
既に在庫された大量の象牙については、年代測定が求められることはありません。これらの取得
時期の怪しい象牙は、引き続き、違法象牙の隠れ蓑として、また海外への違法輸出の供給源とし
て機能し続けることになるでしょう。
今回の環境省の対応が日本の象牙市場の問題解決にならないことを、ウェブサイト上のブログ
で具体的に批判しました。
【ワシントン条約第 18 回締約国会議】
回締約国会議】
本年 5 月にスリランカの首都コロンボで予定されていたワシントン条約第 18 回締約国会議
（CoP18）は、コロンボ中心に甚大な被害を出したテロ事件のため、延期となりましたが、8 月
17～28 日、ジュネーブで開催される運びとなりました。JTEF にとっての今回の課題は、2016 年
の CoP17 で採択された国内象牙市場閉鎖決議にしたがって、日本を市場閉鎖に追い込むことです。
日本政府は、本来 CoP17 後真っ先に市場閉鎖しなければならない立場であるにもかかわらず、
市場閉鎖決が、
「国際取引を規制する」という条約の目的との整合をとるために「密猟または違法
取引の一因となっている市場を閉鎖する」としていることを逆手に取り、自国の市場は「密猟ま
たは違法取引の一因とな」っていないから決議の対象でないと開き直ってきました。そのような
ふるまいを放置しては、条約決議が骨抜きになるということで、今回の CoP18 では、市場閉鎖決
議の「密猟または違法取引の一因となっている」という文言を削除することがアフリカ諸国から
提案されていました。
JTEF は、会議場で作成した報告書の英語版を配布し、EIA と共催した「日本の違法な象牙取引」
というサイドイベントで、日本の象牙市場の問題点を報告したほか、アフリカや欧米の政府代表
と会い、日本の象牙市場閉鎖への賛同を求めました
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ただ、この提案は条約が規制している「国際」取引との関連なしに、国内販売を各国に強制す
るというかなり大胆なものであったため、審議は提案への賛成意見と反対意見が伯仲する激しい
ものになりました（日本は猛然と提案へ反対）。この状況を打開したのは米国でした。それは、国
内象牙市場閉鎖決議の内容は現行どおりとする一方、未だ市場閉鎖しない国に対し、
「現に」市場
が密猟の一因にも違法取引の一因にもなっていないことの説明責任を負わせるべく、常設委員会
に報告書の提出を求めるものでした。結局、この対案が微修正のうえ全会一致で採択されました。
近年、日本のオープンな市場で買い求められた象牙が中国等の税関で続々と押収されている事実
を考えると、日本はとても日本市場が「違法取引の一因とならない」ことを説明することはでき
ないでしょう。日本政府はますます市場閉鎖に向けて追い詰められることになりました。
【世界の NGO と日本政府に対して市場閉鎖の決断を要請
と日本政府に対して市場閉鎖の決断を要請】
の決断を要請】
CoP18 では、「日本が象牙の合法市場を未だにオープンにしていることは問題だ」という認識
が各国に広がりました。この状況を受け、10 月に Humane Society International(HSI)と EIA が相
次いで来日し、日本政府や外国政府大使館等への働きかけを行いました。
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チャリティー・イベント

チャリティー・イベント
直轄事業
【目的】
アーティストの協力を得るなど、多様なチャリティー・イベントの開催に協力し、JTEF へ
の寄付を募る。
【概要】
・実行委員会主催のチャリティー・イベント実施への協力、実行委員会への寄附のお願い。

活動実績

人件費（管理費）除く支援額その他経費（予算額）
： ０円（０円）

今年も「JTEF の活動を支えるチャリティー実行委員会」の主催で、JTEF チャリティーパーティー
2019 が、7 月 6 日、ビヤステーション恵比寿で開催されました。

結果は以下の通りです。

入金期間：2019/3/1～
～2019/7/6
入金期間：

A トラ

B ゾウ

C ヤマネコ

開催：2019
年 7 月 6 日（土）
開催：

感電予防のた
めの緊急パト
ロール費用

ワシントン条
約会議参加航
空券代 2 名分･
会議登録料

緊急夜間パト
ロール費用と
ドライブレコ
ーダー

当日出席してくださった方々から
いただいたご寄附

45,000

46,500

45,000

パーティ ーに参加されなかった
方々から JTEF におよせいただい
たご寄附

320,500

306,000

349,500

35,500

計

365,500

352,500

394,500

35,500

2019 チャリティーパーティー
チャリティーパーティー
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無指定

会報発行

年次報告書、通信、普及ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の発行、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営等
直轄事業
【目的】
・事業、組織運営の報告
・普及啓発、広報
【概要】
・JTEF、トラ、ゾウ、イリオモテヤマネコそれぞれの年次報告書発行（各年１回）
・トラ、ゾウ、イリオモテヤマネコ通信（各年 1 回）、共通特別通信 achievement 発行
（年１回）
・ホームページ、メールマガジン、フェイスブック、ツイッターの運営
・普及リーフレットの増刷

活動実績

人件費 管理費 除く支援額その他経費（予算額）
：1,052,077 円（1,390,000 円）

・各年次報告書 2 月 28 日発行
（・通信 6 月 30 日発行）
（・アチーブメント 10 月 31 日発行）
・新しくなったホームページを随時更新しています。

・facebook、Twitter、Instagram 随時発信
・イリオモテヤマネコ保護基金リーフレット一部改訂・増刷

＊以上の活動は、各種イベントの企画運営、英語文書の翻訳、会報の発送など様々な場面で多
数のボランティアの方々に支えていただきました。
＊普及啓発、会報発行等に使用させていただいた写真、イラスト等もほとんどが著作者の方々
のご好意によるものです。
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