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【プロジェクトの背景】

中央インドは「トラ天国」ともいわれ、推定

ラ個体数の

ナワゴン

んでいます

 

【新型コロナウイルス蔓延によるプロジェクトの頓挫】

2020 年から

せざるを得ない状況でした。

中央インド・トラ

【目的】

マハラシュトラ州

【概要】

ティペシュワール野生生物保護区

その他の保護区の

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

・生息地の

活動実績

年度（令和 2 年度）

年度事業報告の説明

2020 年 11 月

【プロジェクトの背景】

中央インドは「トラ天国」ともいわれ、推定

ラ個体数のさらに 20%

ナワゴン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

ます。 

【新型コロナウイルス蔓延によるプロジェクトの頓挫】

年から 2021 年は新型コロナウィルスの蔓延で、

せざるを得ない状況でした。

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
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

【目的】 

マハラシュトラ州

【概要】 

ティペシュワール野生生物保護区

その他の保護区の

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織

実施に対する

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

・生息地の開発規制

活動実績 

年度）第 1 回理事会

事業報告の説明

月 1 日～20

【プロジェクトの背景】 

中央インドは「トラ天国」ともいわれ、推定

20%以上が生息しています。カーナ、サトゥ

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

【新型コロナウイルス蔓延によるプロジェクトの頓挫】

年は新型コロナウィルスの蔓延で、

せざるを得ない状況でした。2020

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

人件費を除く支援額その他経費（予算額）

中央インド・トラ保護
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

マハラシュトラ州における

ティペシュワール野生生物保護区

その他の保護区の内外において、以下の活動を行う。

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織

対するサポート

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

開発規制に関する提言

 

理事会：議題１

事業報告の説明 

2021 年 10 月

中央インドは「トラ天国」ともいわれ、推定 3500

以上が生息しています。カーナ、サトゥ

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

【新型コロナウイルス蔓延によるプロジェクトの頓挫】

年は新型コロナウィルスの蔓延で、

2020 年 3 月以降は数回にわたり外出禁止令が出されました。

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

人件費を除く支援額その他経費（予算額）

保護プロジェクト
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

における保護区内外

ティペシュワール野生生物保護区、イサプール野生生物保護区、ペンチ・トラ保護区

内外において、以下の活動を行う。

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織

サポート 

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

に関する提言 

1 

：議題１ 

月 31 日）

3500 頭といわれる野生のトラの

以上が生息しています。カーナ、サトゥ

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

【新型コロナウイルス蔓延によるプロジェクトの頓挫】 

年は新型コロナウィルスの蔓延で、JTEF

月以降は数回にわたり外出禁止令が出されました。

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

人件費を除く支援額その他経費（予算額）

プロジェクト  
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

保護区内外のトラの生息地確保・密猟防止

、イサプール野生生物保護区、ペンチ・トラ保護区

内外において、以下の活動を行う。

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

 

日）  

といわれる野生のトラの

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

JTEF-WTI のフィールド活動は数回にわたり停止

月以降は数回にわたり外出禁止令が出されました。

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

人件費を除く支援額その他経費（予算額）：

   
現地パートナー：インド野生生物トラスト（WTI） 

のトラの生息地確保・密猟防止

、イサプール野生生物保護区、ペンチ・トラ保護区

内外において、以下の活動を行う。 

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

といわれる野生のトラの半数以上が暮らすインドのト

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

のフィールド活動は数回にわたり停止

月以降は数回にわたり外出禁止令が出されました。

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業

：1,723,050 円

のトラの生息地確保・密猟防止 

、イサプール野生生物保護区、ペンチ・トラ保護区

・住民参加のトラと人とのトラブルに対処するための住民組織運営、諸活動の立案・

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備

 
半数以上が暮らすインドのト

プラ、ペンチ、メルガート、タドバ、ナグジラ・

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

のフィールド活動は数回にわたり停止

月以降は数回にわたり外出禁止令が出されました。2020

生息地における野生生物保全活動に対する支援事業 

円（1,600,000

 

、イサプール野生生物保護区、ペンチ・トラ保護区

、諸活動の立案・

・保護区の最前線で活動する森林局スタッフに対するパトロール装備、などの支援

半数以上が暮らすインドのト

、ナグジラ・

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

のフィールド活動は数回にわたり停止

2020 年の 9

,000 円） 

、イサプール野生生物保護区、ペンチ・トラ保護区

、諸活動の立案・

などの支援 



 

月には感染者数

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

増加は、森の近くに暮らす村人たちの

物の違法採取で現金収入を得るなど、野生動物の脅威も

 

【逆境の中、実行した活動

・イサプール

ークショップ開催

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

なかったのですが、

ールの方へ分散していくのを確認しています。

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

増員された

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

て 2021 年

 

月には感染者数 600

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

増加は、森の近くに暮らす村人たちの

物の違法採取で現金収入を得るなど、野生動物の脅威も

逆境の中、実行した活動

・イサプール Isapur

ークショップ開催

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

なかったのですが、WTI

ールの方へ分散していくのを確認しています。

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

増員された森林局のスタッフにＪＴＥＦの支援で自動撮影カメラ

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

年 1 月に 2 日間のワークショップを再開しました。

600 万人を超え、この頃をピークに感染者数は減少し始めたのですが、

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

増加は、森の近くに暮らす村人たちの

物の違法採取で現金収入を得るなど、野生動物の脅威も

逆境の中、実行した活動】 

Isapur 野生生物保護区の第一線で活躍する森林局スタッフのためのトレーニング・ワ

ークショップ開催 

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

WTIチームは一昨年、ティペシュワール野生生物保護区から

ールの方へ分散していくのを確認しています。

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

森林局のスタッフにＪＴＥＦの支援で自動撮影カメラ

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

日間のワークショップを再開しました。

万人を超え、この頃をピークに感染者数は減少し始めたのですが、

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

増加は、森の近くに暮らす村人たちの森への依存をいっそう高め、伐採した木を薪として売ったり、動植

物の違法採取で現金収入を得るなど、野生動物の脅威も

野生生物保護区の第一線で活躍する森林局スタッフのためのトレーニング・ワ

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

チームは一昨年、ティペシュワール野生生物保護区から

ールの方へ分散していくのを確認しています。

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

森林局のスタッフにＪＴＥＦの支援で自動撮影カメラ

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

日間のワークショップを再開しました。

2 

万人を超え、この頃をピークに感染者数は減少し始めたのですが、

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

森への依存をいっそう高め、伐採した木を薪として売ったり、動植

物の違法採取で現金収入を得るなど、野生動物の脅威も

野生生物保護区の第一線で活躍する森林局スタッフのためのトレーニング・ワ

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

チームは一昨年、ティペシュワール野生生物保護区から

ールの方へ分散していくのを確認しています。この辺りでは、家畜被害も報告されていて、さまよってい

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

森林局のスタッフにＪＴＥＦの支援で自動撮影カメラ

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

日間のワークショップを再開しました。

万人を超え、この頃をピークに感染者数は減少し始めたのですが、

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

森への依存をいっそう高め、伐採した木を薪として売ったり、動植

物の違法採取で現金収入を得るなど、野生動物の脅威も 2 倍に増えました。

野生生物保護区の第一線で活躍する森林局スタッフのためのトレーニング・ワ

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

チームは一昨年、ティペシュワール野生生物保護区から

この辺りでは、家畜被害も報告されていて、さまよってい

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

森林局のスタッフにＪＴＥＦの支援で自動撮影カメラ 9 個、GPS

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

日間のワークショップを再開しました。 

万人を超え、この頃をピークに感染者数は減少し始めたのですが、

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

よるトラのモニタリングだけに限定しました。この制限と健康へのリスクを考え、WTI

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の

森への依存をいっそう高め、伐採した木を薪として売ったり、動植

倍に増えました。 

野生生物保護区の第一線で活躍する森林局スタッフのためのトレーニング・ワ

イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は

チームは一昨年、ティペシュワール野生生物保護区から3頭の若いトラがイサプ

この辺りでは、家畜被害も報告されていて、さまよってい

るトラと村人とのトラブルを解決し、このわずかに残るコリドーを守る必要があります。そこで

GPS、浄水器、蚊帳などパトロール

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め

万人を超え、この頃をピークに感染者数は減少し始めたのですが、2021 年

は新型コロナの「変異株」がインドで確認され、インド国内は再びロックダウン。パンデミックが始まってか

ら州森林局は、保護区内での野生動物の保護活動を、限られた森林局スタッフによる自動撮影カメラに

WTI チームは地域住民と

協力してのトラとのトラブル防止活動をほとんど進めることができませんでした。コロナによる失業者の
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頭の若いトラがイサプ

この辺りでは、家畜被害も報告されていて、さまよってい
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、浄水器、蚊帳などパトロール

の基本的なフィールド装備を配布しました。しかしすぐにロックダウンになりワークショップは延期。改め
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イサプール野生生物保護区は、トラの楽園と言われている中央インドに新しく設立された保護区の 1

つです。中央インドには数多くの保護区が存在し、その保護区間でトラの行き来が確認されています。テ

ィペシュワール野生生物保護区とイサプール野生生物保護区との間は少し離れてはいますが、パッチ状

に残る森とつながっていて、コリドーとしてかろうじて機能しています。２０年間もこの地域でトラの目撃は
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初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

ールド実習を行いました。その後、

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

ラブル緩和に関する

(https://www.youtube.com/watch?v=vfzD8z91w7g

2日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

与し 2 日間のワークショップを終了しました。最優秀参加賞が与えられた

の森林警備員へは、「１９７２年野生生物保護法」が

インドの哺乳類ガイドのヒンディー語版が送られました。

このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り

多くのトラが生息する中央インドの保護区で継続していきます。

 

・ペンチ・トラ保護区の第一線で働くスタッフへの支援
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多くのトラが生息する中央インドの保護区で継続していきます。

・ペンチ・トラ保護区の第一線で働くスタッフへの支援

【中央インド全体の地図】
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どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

ールド実習を行いました。その後、

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

ラブル緩和に関する WTI 制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。
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多くのトラが生息する中央インドの保護区で継続していきます。

・ペンチ・トラ保護区の第一線で働くスタッフへの支援
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初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

ールド実習を行いました。その後、WTI のシニアアドバイザーのプラフーラ・バンブルカー氏による「トラに

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。
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日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

日間のワークショップを終了しました。最優秀参加賞が与えられた

の森林警備員へは、「１９７２年野生生物保護法」が

インドの哺乳類ガイドのヒンディー語版が送られました。

このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り

多くのトラが生息する中央インドの保護区で継続していきます。
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初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

のシニアアドバイザーのプラフーラ・バンブルカー氏による「トラに

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。

https://www.youtube.com/watch?v=vfzD8z91w7g） 

日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

日間のワークショップを終了しました。最優秀参加賞が与えられた

の森林警備員へは、「１９７２年野生生物保護法」が 1 部贈

インドの哺乳類ガイドのヒンディー語版が送られました。 

このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り

多くのトラが生息する中央インドの保護区で継続していきます。

・ペンチ・トラ保護区の第一線で働くスタッフへの支援 

初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

のシニアアドバイザーのプラフーラ・バンブルカー氏による「トラに

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。

 
日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

日間のワークショップを終了しました。最優秀参加賞が与えられた

部贈られました。

 

このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り

多くのトラが生息する中央インドの保護区で継続していきます。 

初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

のシニアアドバイザーのプラフーラ・バンブルカー氏による「トラに

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。

 
日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

日間のワークショップを終了しました。最優秀参加賞が与えられた 2 名のうち

られました。2 人目の若い女性森林局員には

このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り

 

初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

のシニアアドバイザーのプラフーラ・バンブルカー氏による「トラに

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。

日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

名のうち 1 人である若い男性

人目の若い女性森林局員には

 
このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り

初日には野生動物のより良い管理のため生態学重視のパトロール方法について学び、動物の足跡な

どのサインの見分け方、多様な植物、昆虫、鳥の識別を勉強し、パトロールのルートを理解したあと、フィ

のシニアアドバイザーのプラフーラ・バンブルカー氏による「トラに

とって脅威となるもの」や「生物多様性を守るための保護区の役割」などについて講義、人間とトラとのト

制作のアニメーションドキュメンタリー映画「キナラ」を上映し終了しました。

日目の午前中には、「野生動物にとっての感電の脅威とその予防方法」、「イサプール保護区の野鳥

の多様性について」の講義のあと、バンブルカー氏が参加スタッフへ感謝とともに期待を込めて賞を授

人である若い男性

人目の若い女性森林局員には

このワークショップに参加した森林局の最前線スタッフは、「このようなトレーニングをずっと求めてい

た」「現場の知識を高めるために保護のやり方の理解と知識が重要で、今後の仕事に役立つ」と喜んで

いたそうです。このようなトレーニングはフィールドで活動するスタッフに不可欠なので、ＷＴＩはできる限り
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いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

繁殖した

ュ州のカーナ・トラ保護区との間を国道

工事計画が持ち上がり、

を中央分離帯付の２車線に拡幅されて

こで、この国道の部分は拡幅ではなくアンダーパスを作るよう

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。

 2020 年
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ンプでの必需品です。保護区内の
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【プロジェクトの背景】

インドには、世界全体（

その約半数（

ラプラデッシュ州）。

南インド・ケララ・

【目的】

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

のコリドーを確保する。

【概要】

 ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およ

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。

活動実績

JTEF が WTI と活動を続けている中央インド、マハラシュトラ州には、お伝えして

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

繁殖したトラが他の保護区へ

ュ州のカーナ・トラ保護区との間を国道

工事計画が持ち上がり、

を中央分離帯付の２車線に拡幅されて

こで、この国道の部分は拡幅ではなくアンダーパスを作るよう

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。

年 12 月、JTEF

個の浄水器と携帯用ソーラーランタンです。電気や飲料水

ンプでの必需品です。保護区内の

れらのキットを受け取りました。

【プロジェクトの背景】

インドには、世界全体（

その約半数（12,000

ラプラデッシュ州）。 

南インド・ケララ・
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

【目的】 

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

のコリドーを確保する。

【概要】 

ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およ

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。

活動実績

と活動を続けている中央インド、マハラシュトラ州には、お伝えして

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

トラが他の保護区へ分散・

ュ州のカーナ・トラ保護区との間を国道

工事計画が持ち上がり、JTEF は

を中央分離帯付の２車線に拡幅されて

こで、この国道の部分は拡幅ではなくアンダーパスを作るよう

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。

JTEF-WTI はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

個の浄水器と携帯用ソーラーランタンです。電気や飲料水

ンプでの必需品です。保護区内の

れらのキットを受け取りました。 

【プロジェクトの背景】 

インドには、世界全体（46,000 –

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

 

人件費除く支援額その他経費（予算額）：

南インド・ケララ・
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

のコリドーを確保する。

ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およ

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。

活動実績 

と活動を続けている中央インド、マハラシュトラ州には、お伝えして

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

分散・移動しています。このペンチ・トラ保護区と隣接するマディアプラデシ

ュ州のカーナ・トラ保護区との間を国道 7 号線が通っています。２００８年ごろからこの国道７号線の拡幅

は 2009 年にこの国道

を中央分離帯付の２車線に拡幅されてしまうと、トラを始め野生動物の移動が妨げられてしまいます。そ

こで、この国道の部分は拡幅ではなくアンダーパスを作るよう

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。

はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

個の浄水器と携帯用ソーラーランタンです。電気や飲料水

ンプでの必需品です。保護区内の 50 のパトロールキャンプからのスタッフがワークショップに参加し、こ

 

– 49,000 頭）の

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

人件費除く支援額その他経費（予算額）：

南インド・ケララ・アジアゾウ
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

のコリドーを確保する。 

ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およ

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。

4 

と活動を続けている中央インド、マハラシュトラ州には、お伝えして

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

移動しています。このペンチ・トラ保護区と隣接するマディアプラデシ

号線が通っています。２００８年ごろからこの国道７号線の拡幅

年にこの国道 7 号線を視察してきました。片側１車線だった道路

しまうと、トラを始め野生動物の移動が妨げられてしまいます。そ

こで、この国道の部分は拡幅ではなくアンダーパスを作るよう

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。

はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

個の浄水器と携帯用ソーラーランタンです。電気や飲料水

のパトロールキャンプからのスタッフがワークショップに参加し、こ

頭）の 60％を占める

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

人件費除く支援額その他経費（予算額）：

アジアゾウ保護プロジェクト
現地パートナー：インド野生生物トラスト（

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およ

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。

と活動を続けている中央インド、マハラシュトラ州には、お伝えして

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

移動しています。このペンチ・トラ保護区と隣接するマディアプラデシ

号線が通っています。２００８年ごろからこの国道７号線の拡幅

号線を視察してきました。片側１車線だった道路

しまうと、トラを始め野生動物の移動が妨げられてしまいます。そ

こで、この国道の部分は拡幅ではなくアンダーパスを作るよう WTI が求め

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。

はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

個の浄水器と携帯用ソーラーランタンです。電気や飲料水のための浄水

のパトロールキャンプからのスタッフがワークショップに参加し、こ

％を占める 27,000

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

人件費除く支援額その他経費（予算額）：

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）

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およ

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。

と活動を続けている中央インド、マハラシュトラ州には、お伝えして 

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

移動しています。このペンチ・トラ保護区と隣接するマディアプラデシ

号線が通っています。２００８年ごろからこの国道７号線の拡幅

号線を視察してきました。片側１車線だった道路

しまうと、トラを始め野生動物の移動が妨げられてしまいます。そ

が求め、それが実現しました

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

猟、家畜を殺された地元の人々のトラへの報復など多くの脅威に直面しています。 

はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

のための浄水設備のな

のパトロールキャンプからのスタッフがワークショップに参加し、こ

27,000 頭のアジアゾウが生息しますが、

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

 

人件費除く支援額その他経費（予算額）：2,202,800

プロジェクト   
） 

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている

ゾウのコリドーの利用状況、ゾウの移動を阻害する要因およびコリドー内外の村の暮らし

の調査を行い、それを踏まえたコリドー確保策を立案、実施する。 

 

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

移動しています。このペンチ・トラ保護区と隣接するマディアプラデシ

号線が通っています。２００８年ごろからこの国道７号線の拡幅

号線を視察してきました。片側１車線だった道路

しまうと、トラを始め野生動物の移動が妨げられてしまいます。そ

、それが実現しました

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

 

はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

設備のないパトロールキャ

のパトロールキャンプからのスタッフがワークショップに参加し、こ

頭のアジアゾウが生息しますが、

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

2,202,800 円（2,100,000

南インド・ケララ州のワヤナッド森林帯とニランバー森林帯に確認されている 5 つのゾウ

びコリドー内外の村の暮らし

いる通り多くの保護区があります。その中で海外からの観光客も多く訪れるペンチ・トラ保護区周辺で

移動しています。このペンチ・トラ保護区と隣接するマディアプラデシ

号線が通っています。２００８年ごろからこの国道７号線の拡幅

号線を視察してきました。片側１車線だった道路

しまうと、トラを始め野生動物の移動が妨げられてしまいます。そ

、それが実現しました。私たち

はその後も中央インド全体のトラの保護を考えてきました。どのトラ保護区も生息地の喪失、分断化、密

はペンチ・トラ保護区からの要請を受け、フィールド装備の配布を行いました。

いパトロールキャ

のパトロールキャンプからのスタッフがワークショップに参加し、こ

 

頭のアジアゾウが生息しますが、

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

2,100,000 円） 

つのゾウ

びコリドー内外の村の暮らし



 

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

1 つ目は、約

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

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。

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

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

いて）と二ランバー

これら

がゾウの個

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。

コリドーは、ワヤナッドエリアで

ドの 1 つは、

が講じられています。

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、

局および地域住民と協力し、以下の活動を

1 未だ保護策が検討されていない

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

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

つ目は、約 6,500

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

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。

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

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

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

いて）と二ランバー エリア

これら 2 か所（ワヤナッド

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。 

コリドーは、ワヤナッドエリアで

つは、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。

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

局および地域住民と協力し、以下の活動を

未だ保護策が検討されていない

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

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

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）

12,000 ㎢（東京都の

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。 

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

㎞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

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

エリア（第２の個体群について）

（ワヤナッド エリアとニランバー

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

コリドーは、ワヤナッドエリアで

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。残る 2 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。

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

未だ保護策が検討されていない

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

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

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）

㎢（東京都の 6 倍）に及びます

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

草原と森林がパッチ上に組み合わさショーラ林・草原

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

㎞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

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

（第２の個体群について）

エリアとニランバー

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

コリドーは、ワヤナッドエリアで 3 つ、ニランバーエリアでは

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

つのコリドー（「第

については、未だ保護策が検討できていません。

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、以下の活動を行うことを目標に

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

5 

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

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）

倍）に及びます（5,670

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

草原と森林がパッチ上に組み合わさショーラ林・草原

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

㎞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

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

（第２の個体群について）です。 

エリアとニランバー エリア）でプロジェクトを実施する理由は、それらの場所

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

、ニランバーエリアでは

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

「第 1 コリドー」と「第

については、未だ保護策が検討できていません。 

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

行うことを目標に

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

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

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）

5,670 ㎢のニルギリ生物圏保護区を含む）

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

草原と森林がパッチ上に組み合わさショーラ林・草原

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

㎞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

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、ワヤナッド

 

でプロジェクトを実施する理由は、それらの場所

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

、ニランバーエリアでは 2 つ確認されています

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

コリドー」と「第 2 コリドー」

 

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

行うことを目標にしています。

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

2 つです。 

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）

㎢のニルギリ生物圏保護区を含む）

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

草原と森林がパッチ上に組み合わさショーラ林・草原

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

㎞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

、ワヤナッド エリア

でプロジェクトを実施する理由は、それらの場所

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

確認されています

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

コリドー」）と、ニランバーエリアの

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

しています。 

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

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）

㎢のニルギリ生物圏保護区を含む）

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

草原と森林がパッチ上に組み合わさショーラ林・草原 

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

㎞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

エリア（第 1 の個体群につ

でプロジェクトを実施する理由は、それらの場所

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

確認されています。そのうち、ワヤナッ

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

、ニランバーエリアの

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

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

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）

㎢のニルギリ生物圏保護区を含む）。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

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

㎞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

の個体群につ

 
でプロジェクトを実施する理由は、それらの場所

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

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

。そのうち、ワヤナッ

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

、ニランバーエリアの 2 つの

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

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
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タリングをしていきます。 

2 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。 

3 ニランバー森林帯にある 1 つのコリドーの中を幹線道路が通っており、ゾウの移動を困難にしている

ので、ゾウが安全に道路を渡れるようにするための方策を検討、実施します。 

4 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。 

 

 新型コロナウイルスの蔓延により、プロジェクトの開始と実施が遅れていましたが（ケララ州では、2020

年 5 月初めには 1 日で 4 万人もの感染者を出した）、2020 年 8 月に WTI とケララ州森林局との協議が始

まり、10 月には 2 度目の協議が行われました。その結果、WTI と JTEF がターゲットとする 2 つの個体群

の移動ポイントのうち、まず 6,500 頭のゾウからなる第 1 個体群が移動するために必要な、ワヤナッド エ

リアのコリドー（未だ対策が取られていない第1、第2コリドー）の確保に乗り出すことをケララ州森林局が

了解しました。 

まず、「第 1 コリドー」内に自動撮影カメラを取り付け、ゾウの移動状況のモニタリングを始めました。

2021 年 1 月時点では残念ながらゾウは撮影されませんでした。この第 1 コリドー保護の課題は、そこに

コーヒー農園ができていて、ゾウの移動を妨げている点です。WTI/JTEF はこのコリドーの重要性につい

て調査し、ケララ州にこの土地を買い取ってもらうことを目指しています。 

 
次に、「第2コリドー」の課題は、コリドーのど真ん中に村ができてしまっていることです。ゾウなどとのト

ラブルが起きていて、村人自身の暮らし向きはよくありません。そこで、かつてアッサム州でも行ったよう

に、話し合いで村をコリドー外に移転してもらうことを検討しています。ここでもモニタリングを開始しまし

たが、4 月にトラが撮影されました。ゾウではありませんが、このコリドーが動物たちにとってどれほど重

要かは改めて明らかになりました。モニタリングは今後も継続していきます。 

 



 

 ワヤナッド

し、密猟、盗伐、森林火災などに目を光らせる重要な存在です。ところが、そのための装備やトレーニン

グがいきわたっているとはいえないのが現実。そこで、監視員たちにパトロール装備を送り、ゾウなど野

生動物の保護、調査、パトロール技術などに関するトレーニング・ワークショップも開催しました（

2 月 6 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世界自然遺産登録問題

2021 年

録リスト記載を採択しました。大手旅行代理店はこぞって歓迎ムードです。

島の経済を牽引する観光産業が成長すれば、都市部から癒しを求めて訪れる観光客が増え、交通量

も増加します。世界自然遺産登録というバッジは、このリスクを加速度的に増大するポテンシャルを持ち

ますが、このバッジは本来、世界レベルで顕著な普遍的価値があると証明された生物多様性を日本が

守り抜くという誓約の証しです。バッジの威光でリスクが高まり、西表島の自然がダメージを受け、そのシ

ンボルであるイリオモテヤマネコの絶滅リスクが高まるようなことになっては本末転倒といえます。

今回の西表島等の世界自然遺産登録は、

評価がなされたことに基づいてい

供し、意見を述べてきましたが、その甲斐あって、取りまとめられた

日本政府に対して、次

・特に西表島については、観光客収容力およびその影響の批判的評価がなされ、それが改訂された

観光客管理計画に組み込まれるまで、観光客の訪問の水準を現在の水準に留めるか、または減

イリオモテヤマネコ生息地保全プロジェクト

【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

・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
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ヤナッド エリアで活動する森林局の「監視員」と呼ばれ
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も増加します。世界自然遺産登録というバッジは、このリスクを加速度的に増大するポテンシャルを持ち

ますが、このバッジは本来、世界レベルで顕著な普遍的価値があると証明された生物多様性を日本が

守り抜くという誓約の証しです。バッジの威光でリスクが高まり、西表島の自然がダメージを受け、そのシ

ンボルであるイリオモテヤマネコの絶滅リスクが高まるようなことになっては本末転倒といえます。

今回の西表島等の世界自然遺産登録は、

評価がなされたことに基づいてい

供し、意見を述べてきましたが、その甲斐あって、取りまとめられた
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少させること。

・絶滅危惧種（アマミノクロウサギ、イリ

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。

・締約国に対してはまた、

12 月

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

すが、中長期的に見れば持続的な観光業の基盤を固めることにもな

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキ

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

かにあるといえ

しかし、行政は。

で既に 5

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

体的方策を示せず、島内

段階にない状況です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2020 年の

2020 年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

しかし

【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、

人々から

動車に乗り、

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。

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。

域で事故が多発傾向にあることから、

交通事故防止対策

【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、

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

業を行う。

活動実績

少させること。 

・絶滅危惧種（アマミノクロウサギ、イリ

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。

・締約国に対してはまた、

月 1 日までに世界遺産委員会に提出すること。

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

中長期的に見れば持続的な観光業の基盤を固めることにもな

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキ

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

かにあるといえます。

しかし、行政は。2020

5 件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

体的方策を示せず、島内

階にない状況です。

年のイリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

しかし、2021年には、

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、

人々からなるパトロール隊（西部、東部各

動車に乗り、19:30～22:

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。

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。

域で事故が多発傾向にあることから、

交通事故防止対策
直轄事業

【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、

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

業を行う。 

活動実績 

 

・絶滅危惧種（アマミノクロウサギ、イリ

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。

・締約国に対してはまた、IUCN

日までに世界遺産委員会に提出すること。

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

中長期的に見れば持続的な観光業の基盤を固めることにもな

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキ

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

。 

2020 年に 13 年ぶりのゼロとなったイリオモテヤマネコの交通事故が

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

体的方策を示せず、島内 3 か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

階にない状況です。 

イリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

年には、4月、6月、

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、

パトロール隊（西部、東部各

22:30 の間、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に時速

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。

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。2017

域で事故が多発傾向にあることから、

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）

イリオモテヤマネコの交通事故防止

・地元の人々の自発的な協力のもとに、

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

 

・絶滅危惧種（アマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコ、ヤンバルクイナなど）の交通事故死を減らす

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。

IUCN による検証のため、これらの行動の進捗および結果報告を、

日までに世界遺産委員会に提出すること。

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

中長期的に見れば持続的な観光業の基盤を固めることにもな

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキ

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

年ぶりのゼロとなったイリオモテヤマネコの交通事故が

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

イリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

月、7月、8月、

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、

パトロール隊（西部、東部各 10 名ほど）

の間、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に時速

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。

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

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

 
（西表島支部やまねこパトロール）

イリオモテヤマネコの交通事故防止 

・地元の人々の自発的な協力のもとに、

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

8 

オモテヤマネコ、ヤンバルクイナなど）の交通事故死を減らす

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。

による検証のため、これらの行動の進捗および結果報告を、

日までに世界遺産委員会に提出すること。 

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

中長期的に見れば持続的な観光業の基盤を固めることにもな

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキ

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

年ぶりのゼロとなったイリオモテヤマネコの交通事故が

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

 

 

イリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

月、10月と既に

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

10 名ほど）が、夜間パトロールを行っています。

の間、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に時速

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。

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

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

年 5 月より中野～白浜間のパトロールも開始しました。

 

（西表島支部やまねこパトロール）

 

・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

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

オモテヤマネコ、ヤンバルクイナなど）の交通事故死を減らす

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。

による検証のため、これらの行動の進捗および結果報告を、

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

中長期的に見れば持続的な観光業の基盤を固めることにもなります

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキ

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

年ぶりのゼロとなったイリオモテヤマネコの交通事故が

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

イリオモテヤマネコの交通事故の確認件数は、0 件】 

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

月と既に5件の事故が発生しま

JTEF 支部やまねこパトロールが組織した

夜間パトロールを行っています。

の間、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に時速

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。

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

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

月より中野～白浜間のパトロールも開始しました。

（西表島支部やまねこパトロール） 

目撃多発地点をパトロール

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

A・船浦海中道路東～後良橋

B・中野わいわいホール～白浜

オモテヤマネコ、ヤンバルクイナなど）の交通事故死を減らす

ための交通管理対策の有効性を見直し、必要に応じて強化すること。 

による検証のため、これらの行動の進捗および結果報告を、

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

ります。西表島の世界自然遺産登

録がイリオモテヤマネコの交通事故に対して、アクセルになるのか、ブレーキになるのかのもっとも大き

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

年ぶりのゼロとなったイリオモテヤマネコの交通事故が

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は

件の事故が発生しました

支部やまねこパトロールが組織した

夜間パトロールを行っています。

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。

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

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

月より中野～白浜間のパトロールも開始しました。

目撃多発地点をパトロール

・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

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

・船浦海中道路東～後良橋

・中野わいわいホール～白浜

オモテヤマネコ、ヤンバルクイナなど）の交通事故死を減らす

による検証のため、これらの行動の進捗および結果報告を、

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたら

。西表島の世界自然遺産登

になるのかのもっとも大き

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

年ぶりのゼロとなったイリオモテヤマネコの交通事故が 10 月 15

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

年は新型コロナウィルスの影響で交通量が激減したこともあり、事故件数は 0 件でした。

した（10月15日時点）

支部やまねこパトロールが組織した

夜間パトロールを行っています。2 人

㎞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

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

月より中野～白浜間のパトロールも開始しました。

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。

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

・船浦海中道路東～後良橋  

・中野わいわいホール～白浜 

オモテヤマネコ、ヤンバルクイナなど）の交通事故死を減らす

による検証のため、これらの行動の進捗および結果報告を、2022 年

入島観光客数の総量規制は、短期的に見れば、地元の基幹産業である観光業に売上減をもたらしま

。西表島の世界自然遺産登

になるのかのもっとも大き

なカギは、環境省、沖縄県、竹富町の入島観光客に対する効果的な総量規制の導入に踏み切るかどう

15 日時点

件となっているにもかかわらず、ヤマネコを路上に出さないための新たな対策（人なれ・道路な

れ防止のための観察方法・餌づけ等の規制）に消極的であり、入島観光客数を総量規制するための具

か所のゾーン（ヒナイ川等、西表島縦断道、古見岳）の入域制限も未だ実施

した。 

日時点）。 

支部やまねこパトロールが組織した地元の

人 1 組で自

㎞で走ります。車には反

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

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

月より中野～白浜間のパトロールも開始しました。 

する。 

・関係機関と協力して、路肩の草刈り、アンダーパスの清掃等交通事故防止につながる作

 

 



 

・2020 年

98 日実施（前年は

・パトロール中、

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度

とナイトツアーの割合が若干減少していました（レンタカー

新型コロナウィルスによる

野～白浜

比べて交通量が多

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

年度の

出された当初（

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

交通量自体は大きく変わりませんでした。また、夏～冬にか

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

ることもはっきりしました。

・自家用車・営業車の平均速度は

最低の

ても、速度に多少波があるものの

レンタカーともに平均速度は

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

に情報発信し、安全運転してもらうかが課題です。

【アンダーパスの清掃作業】

竹富町イリオモテヤマネコ保護基金を活用した「令和

を受託

周辺の樹木伐採、漂着ゴミ、不法投棄されたゴミの収集）を行

所があるものの、

っています

年 4 月～2021

日実施（前年は

パトロール中、2847

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度

とナイトツアーの割合が若干減少していました（レンタカー

新型コロナウィルスによる

野～白浜）の 1 パトロールあたりの交通量を比較

比べて交通量が多

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

年度の 1 日当たりの平均交通量と

出された当初（4 月）は大きく交通量が落ち込みましたが、宣言解除後の

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

交通量自体は大きく変わりませんでした。また、夏～冬にか

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

ることもはっきりしました。

・自家用車・営業車の平均速度は

最低の 40.2km/h となっていました。

ても、速度に多少波があるものの

レンタカーともに平均速度は

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

に情報発信し、安全運転してもらうかが課題です。

【アンダーパスの清掃作業】

竹富町イリオモテヤマネコ保護基金を活用した「令和

を受託し、実施しました

周辺の樹木伐採、漂着ゴミ、不法投棄されたゴミの収集）を行

あるものの、2021

っています。  ※効果検証のため自動撮影カメラ設置中（

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

1 年 3 月の夜間パトロールは合計で

日実施（前年は 85 日）、B 区間は

2847 台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度

とナイトツアーの割合が若干減少していました（レンタカー

新型コロナウィルスによる来島観光客の

パトロールあたりの交通量を比較

比べて交通量が多くなっています

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

日当たりの平均交通量と

月）は大きく交通量が落ち込みましたが、宣言解除後の

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

交通量自体は大きく変わりませんでした。また、夏～冬にか

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

ることもはっきりしました。 

・自家用車・営業車の平均速度は

となっていました。

ても、速度に多少波があるものの

レンタカーともに平均速度は 40km

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

に情報発信し、安全運転してもらうかが課題です。

【アンダーパスの清掃作業】 

竹富町イリオモテヤマネコ保護基金を活用した「令和

し、実施しました。環境省による事前調査で清掃が必要とされていた

周辺の樹木伐採、漂着ゴミ、不法投棄されたゴミの収集）を行

2021 年 3 月末の時点

※効果検証のため自動撮影カメラ設置中（

～30㎞/ｈ 31

11.8%

10.9%

6.7%

12.0%

13.9%

14.0%

16.7%

11.3%

の夜間パトロールは合計で

区間は 39 日実施（前年は

台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度

とナイトツアーの割合が若干減少していました（レンタカー

来島観光客の減少が原因とみられます。

パトロールあたりの交通量を比較

くなっています 

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

日当たりの平均交通量と 2020 年度の交通量を比較しました。その結果、緊急事態宣言が発

月）は大きく交通量が落ち込みましたが、宣言解除後の

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

交通量自体は大きく変わりませんでした。また、夏～冬にか

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

・自家用車・営業車の平均速度は 2013 年時には

となっていました。2020 年度は過去

ても、速度に多少波があるものの 38.6km/h

40km/h 付近まで低下しています。交通事故防止の観点からは、それほ

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

に情報発信し、安全運転してもらうかが課題です。

竹富町イリオモテヤマネコ保護基金を活用した「令和

。環境省による事前調査で清掃が必要とされていた

周辺の樹木伐採、漂着ゴミ、不法投棄されたゴミの収集）を行

月末の時点で、いずれもアンダーパスもヤマネコの通行が可能な状態とな

※効果検証のため自動撮影カメラ設置中（

31～40㎞/ｈ 41～

27.2% 34.5%

28.8% 36.6%

26.3% 40.0%

34.9% 37.9%

31.8% 38.4%

34.8% 34.1%

39.1% 30.0%

43.3% 34.0%

9 

の夜間パトロールは合計で 137

日実施（前年は

台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度

とナイトツアーの割合が若干減少していました（レンタカー

減少が原因とみられます。

パトロールあたりの交通量を比較すると、集落内を走る区間が多い

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

年度の交通量を比較しました。その結果、緊急事態宣言が発

月）は大きく交通量が落ち込みましたが、宣言解除後の

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

交通量自体は大きく変わりませんでした。また、夏～冬にか

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

年時には 45.3km/h

年度は過去 2

h と 2013 年と同じ過去最低の速度となるなど、自家用車、

付近まで低下しています。交通事故防止の観点からは、それほ

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

に情報発信し、安全運転してもらうかが課題です。 

竹富町イリオモテヤマネコ保護基金を活用した「令和 2 年度イリオモテヤマネコアンダーパス清掃業務」

。環境省による事前調査で清掃が必要とされていた

周辺の樹木伐採、漂着ゴミ、不法投棄されたゴミの収集）を行

で、いずれもアンダーパスもヤマネコの通行が可能な状態とな

※効果検証のため自動撮影カメラ設置中（

～50㎞/h 51～60

34.5% 18.5%

36.6% 17.1%

40.0% 20.6%

37.9% 12.1%

38.4% 12.5%

34.1% 12.4%

30.0% 10.9%

34.0% 9.1%

137 日（前年は

日実施（前年は 30 日）です。

台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度

とナイトツアーの割合が若干減少していました（レンタカー：19％→16

減少が原因とみられます。A

すると、集落内を走る区間が多い

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

年度の交通量を比較しました。その結果、緊急事態宣言が発

月）は大きく交通量が落ち込みましたが、宣言解除後の

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

交通量自体は大きく変わりませんでした。また、夏～冬にかけての交通量の増加は、西表島の入域

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

km/h でしたが、年々低下して

2 番目に低い

年と同じ過去最低の速度となるなど、自家用車、

付近まで低下しています。交通事故防止の観点からは、それほ

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

年度イリオモテヤマネコアンダーパス清掃業務」

。環境省による事前調査で清掃が必要とされていた

周辺の樹木伐採、漂着ゴミ、不法投棄されたゴミの収集）を行いまし

で、いずれもアンダーパスもヤマネコの通行が可能な状態とな

※効果検証のため自動撮影カメラ設置中（2021 年 5

60㎞/h 61～70㎞

18.5% 6.7%

17.1% 5.7%

20.6% 5.0%

12.1% 2.5%

12.5% 3.0%

12.4% 3.9%

10.9% 2.7%

9.1% 1.9%

日（前年は 115 日）実

日）です。 

台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

点については例年通りですが、自家用車・営業車の割合が若干高く（昨年度 66％→

16％、ナイトツアー：

A 区間（船浦～後良

すると、集落内を走る区間が多い

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、

年度の交通量を比較しました。その結果、緊急事態宣言が発

月）は大きく交通量が落ち込みましたが、宣言解除後の 7 月から始まった

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

けての交通量の増加は、西表島の入域

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

でしたが、年々低下して

番目に低い 40.6km/h です。レンタカーについ

年と同じ過去最低の速度となるなど、自家用車、

付近まで低下しています。交通事故防止の観点からは、それほ

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

年度イリオモテヤマネコアンダーパス清掃業務」

。環境省による事前調査で清掃が必要とされていた 33 か所の清掃作業（パス

た。若干漂着ゴミが残っている個

で、いずれもアンダーパスもヤマネコの通行が可能な状態とな

5 月現在） 

㎞/h 71㎞/h～

1.4%

1.0%

1.3%

0.6%

0.5%

0.8%

0.6%

0.3%

実施しました。

台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

％→75％）、レンタカー

ナイトツアー：13％→

船浦～後良）と B

すると、集落内を走る区間が多い B 区間が

・新型コロナウィルスの感染拡大が島内交通へどのような影響を与えたかを比較するため、2013

年度の交通量を比較しました。その結果、緊急事態宣言が発

月から始まった GOTO

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

けての交通量の増加は、西表島の入域

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

でしたが、年々低下して 2019 年度には過去

です。レンタカーについ

年と同じ過去最低の速度となるなど、自家用車、

付近まで低下しています。交通事故防止の観点からは、それほ

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

年度イリオモテヤマネコアンダーパス清掃業務」

か所の清掃作業（パス

た。若干漂着ゴミが残っている個

で、いずれもアンダーパスもヤマネコの通行が可能な状態とな

違反率

61.1%

60.4%

67.0%

53.1%

54.4%

56.3%

44.2%

45.5%

A 区間は

台の車に遭遇しました。島民の交通（自家用車とナイトツアーの合計）が多いという

％）、レンタカー

％→8％）。

B 区間（中

区間が A 区間に

2013～2019

年度の交通量を比較しました。その結果、緊急事態宣言が発

GOTO トラ

ベルキャンペーンによって交通量は増加している月も多く（レンタカー、自家用車ともに）、年間の平均

けての交通量の増加は、西表島の入域

観光客数の数値ともおおむね一致しており、入島観光客が増えれば、それに比例して交通量が増え

年度には過去

です。レンタカーについ

年と同じ過去最低の速度となるなど、自家用車、

付近まで低下しています。交通事故防止の観点からは、それほ

ど数は多くないものの、依然高速で走行しているドライバー、日常的に運転しているドライバーにいか

 

年度イリオモテヤマネコアンダーパス清掃業務」

か所の清掃作業（パス

た。若干漂着ゴミが残っている個

で、いずれもアンダーパスもヤマネコの通行が可能な状態とな

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上原小学校と大原中学校

2020 年度は、ヤマネコ学習用の冊子「イリオモテヤマネコとロードキル」を作成し、島内の全小中学生

に配布しました。毎年の出前授業が恒例となっている上原小学校の

か、野生生物保護センター訪問（環境省職員によるレクチャー）、自動撮影カメラを活用した授業（フィー

ルドワークと自動撮影カメラの設置）、フン分析を行いました。

起看板を作成し、事故多発地点である稲葉林道前に設置しました。

 

【教師研修会】

2020 年

きました

（11 月 4

 

ヤマネコのいるくらし
【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。

える仕組み作り

・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

・教員の授業実践

・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

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

【上原小学校と大原中学校

年度は、ヤマネコ学習用の冊子「イリオモテヤマネコとロードキル」を作成し、島内の全小中学生

に配布しました。毎年の出前授業が恒例となっている上原小学校の

か、野生生物保護センター訪問（環境省職員によるレクチャー）、自動撮影カメラを活用した授業（フィー

ルドワークと自動撮影カメラの設置）、フン分析を行いました。

起看板を作成し、事故多発地点である稲葉林道前に設置しました。

【教師研修会】 

年は新型コロナ禍のために

きました。うれしいことに、今年の研修会に参加した先生

4 日に実施）。

 

ヤマネコのいるくらし
【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
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・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

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
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緊急支援：

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

の人々の間に

守りたいという願い」（

【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。

【目的】

イリオモテヤマネコの交通事故防止

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

発・普及等の教育普及活動を行う

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イベントですが、シンポジウムは新型コロナウイルス蔓

延により、昨年に続き全面的に中止となってしまいました。

【イリオモテヤマネコの日にヤマネコ保護パネル展】

例年のような石垣離島ターミナルでの

での特別展示の中で、やまねこパトロールの活動を紹介するコーナーが設けられました。

海外の助成団体の中には、（先進国にあって、途上国の特定の団体への寄附実績を持つ）現在

WTI 支援に対して助成するというところもあ

WTI も予算カットを迫られる状況にあるので、

が安定して存続できるよう、このような助成金を活用して、

クト以外の WTI の活動についても緊急的に支援を行ってい

緊急支援：プロジェクト

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

生息地外における

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

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」（

【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。
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【目的】 
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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、

発・普及等の教育普及活動を行う

活動実績 
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石垣離島ターミナルでの
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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。

人件費等（管理費
 

生息地外における

人件費

・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
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人件費
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地域住民を対象としたシンポジウムの開催、
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【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イベントですが、シンポジウムは新型コロナウイルス蔓

延により、昨年に続き全面的に中止となってしまいました。

【イリオモテヤマネコの日にヤマネコ保護パネル展】

石垣離島ターミナルでの展示はできませんでしたが、環境省西表野生生物保護センター

での特別展示の中で、やまねこパトロールの活動を紹介するコーナーが設けられました。

海外の助成団体の中には、（先進国にあって、途上国の特定の団体への寄附実績を持つ）現在

支援に対して助成するというところもあ

も予算カットを迫られる状況にあるので、

が安定して存続できるよう、このような助成金を活用して、

の活動についても緊急的に支援を行ってい
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「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
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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

地域住民を対象としたシンポジウムの開催、

発・普及等の教育普及活動を行う 
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政策提言
【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」（

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：

活動実績
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トラ・ゾウ保護の 20 周年
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【象牙市場閉鎖プロジェクト】 

 

１．東京都「象牙取引に関する有識者会議」に対する働きかけ 

有識者会議の経過 

2020 年 1 月 28 日に第 1 回会合が開催された東京都の「象牙取引規制に関する有識者会議」は、新

型コロナウイルスの蔓延を受け、スケジュールが決められないまま 11 か月間が経過する事態となりまし

た。 

ようやく開催された第 2 回会合（2020 年 12 月 10 日）では、一部の委員が「アフリカの人を踏み殺すゾ

ウからとった象牙を使うなというのはおかしい」「象牙市場を維持すべき」「この会議のタイトルに『取引規

制』が入っているのがおかしい」と強調し、経産省とともにオブザーバー出席した環境省も「南部アフリカ

諸国は象牙利用に期待。日本は、その意思を尊重しているところ」と政府の立場を述べるなど、今後の

展開に不安を残すものとなりました。 

続く第 3 回会合（12 月 24 日）では、ゲストの根付師が、根付はあらゆる素材を使う、象牙を全く使って

いない作家もいる、象牙を使用できなくなると困るのか？と問われれば、象牙でなければならないという

ことはまったくないと発言しました。委員の WWF ジャパンは、「条例の制定など、法的拘束力のあるもの」

によって狭い例外を除き象牙取引を禁止することを提案しました。 

その後再び緊急事態宣言により 3 か月後の開催となった第 4 回会合（2021 年 3 月 29 日）では、委員

から IUCN のレッドリストで新たに 2 種に分類されたアフリカゾウ（アフリカサバンナゾウとアフリカシンリン

ゾウ）のいずれもについて従来の絶滅危険度が格上げされたことが報告されました。また、他の委員か

らは、象牙違法輸出の実態に関する EIA と JTEF のレポート（後述）も紹介されました。「アフリカのために

象牙を買ってやることのできる日本市場は堅持すべきだ」という、日本政府と同じ意見を述べる委員もい

ましたが、東京都は条例で独自に象牙取引規制を行うべきだという意見が多数になっているようでした。 

その後は 4 回目の緊急事態宣言とオリンピック・パラリンピック開催のために会議が行われていませ

ん（10 月末に第 5 回会合が開催予定）。 

オリンピック開催を前にした 6 月 25 日、東京都が発表した象牙の違法取引に向けた短期的対策は、

消費者の普及啓発だけに特化したものとなっていました。期待された実のあるアクションへは程遠いば

かりか、日本政府が過去に失敗してきた普及啓発の二番煎じとなっています。 

東京都の対応を促す働きかけ 

2021 年 6 月 26 日、JTEF は米国 NGO の EIA と Humane Society International (HSI)とともに、「東京都、

象牙取引に対する短期的な 取組みでつまずく」と題する記者発表を行いました。東京都のオリパラ前の

短期的対応の在り方を批判するとともに、オリンピック後は、東京都が今度こそ象牙市場閉鎖に照準を

合わせた措置をとり、象牙の違法取引を事実上撲滅させるよう求めています。 

 アメリカ合衆国のヒラリー・クリントン元国務長官とジェイムズ・ベイカー元国務長官が、2021 年 7 月 8

日付で、東京都および日本の合法象牙市場の閉鎖を求め、東京都の小池百合子知事に公式書簡を提

出しました。また、7 月 26 日付で要望の内容をまとめた論評記事（「日本も、いよいよ象牙取引を終わら

せなければならない」）が、ワシントン・ポスト（The Washington Post）に投稿されました。HSI と JTEF は、

これに謝意と支持を表明する記者発表を行いました（2021 年 7 月 29 日）。東京都と日本政府に、種の保

存および国際平和・安全の確保に責任を持つ国際社会の一員として、勇気ある決断と行動を求めてい

ます。 

 10 月 7 日、世界の NGO31 団体の連名で、東京都知事に対して、東京都議会で制定される条例によっ

て、東京都内におけるほとんどの象牙の販売を禁止するための措置をとることを求める要望書を送りま

した。 

 

2．ワシントン条約会議における活動 

2020 年 10 月開催予定だった第 73 回常設委員会は、新型コロナウイルス蔓延の終息が見通せない

中、議題を論争の少ないものにしぼってオンライン開催されました（2021 年 5 月）。象牙問題については

第 74 回へ持ち越しです。この会合は 2021 年 3 月 4 日～11 日にリヨン（フランス）で開催される予定です。 
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3．調査報告書の公表 

EIA との共同調査報告書 

2020 年 12 月 18 日、環境調査エージェンシー（EIA, ワシントン DC）と JTEF による新しいレポート「違

法な海外持出しに我関せず 象牙印を進んで販売するハンコ店：印章小売業者に対するスナップショット

調査」を発表しました。 

 
象牙印を販売するハンコ店に対する 2 つの調査の詳細を報告するもので、概略は次のとおりです。 

・3 つの大都市圏における調査では、2018 年の調査時に顧客の海外持出しの意図を知って象牙印の販

売を拒絶していたハンコ店の 38％が、2020 年には同条件のもとで販売の姿勢に転じていた。 

・同じ調査の中で東京についてみると、同じく 39%のハンコ店が販売に応じるよう態度変更していた。 

・3 大都市圏を除く全国における調査では、91％のハンコ店が、購入後海外へ持ち出されることになると

知りながら象牙印を売ろうとした。 

 

ワイルドエイドとの共同調査報告書 

2021 年 3 月 26 日 ワイルドエイド（ロサンゼルス）と JTEF による「TOKYO 象牙 海外注文承ります：

止まらぬ象牙の違法輸出, その裏側に潜む実態に関する調査」は、2018 年及び 2019 年に実施された、

2 つの中国人経営の会社に対する覆面調査の結果を記録したものです。 

 
違法な輸出そのものには直接関与しないし、象牙に対する国内取引規制も遵守してはいるが、購入さ

れた象牙がその後輸出されて行くという想定のもと、中国人を顧客とするビジネスが行われている実態

を明らかにしました。 

・1 つの業者は、この店舗で象牙を買い付けた顧客が、中国の税関で象牙を発見され「10 何人くらい刑

務所に入っている」と語った。 

・もう 1 つの業者は、自社工場に蓄える数万本の象牙カット・ピースから中国人向け定番商品を製造し、

さらには中国本土にいる顧客からの個別オーダーに応えて象牙製品を製造販売していた。 
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【べっ甲取引に関する調査と報告書の公表】 

  
・2021 年 5 月、WWF ジャパン、TRAFFIC とともに、“SHELL SHOCKED: JAPAN’S ROLE IN THE ILLEGAL 

TORTOISESHELL TRADE”（英文）を共同で発表しました。国際自然保護連合（IUCN）のレッド・リストで

「極度に絶滅のおそれの高い」種（CR）に選定され、ワシントン条約でも附属書 I に掲載されて国際商業

取引が禁止されているウミガメ類の 1 種であるタイマイ。その甲羅＝べっ甲を、日本へ密輸入する試み

が近年増加しています。日本は、第二次世界大戦後に世界最大のべっ甲輸入国となり、毎年数万匹分

相当の量を輸入していましたが、ワシントン条約加盟後もタイマイの禁止については「留保」して輸入を

継続、1994 年にようやく留保を撤回し、輸入禁止に応じました。以降、日本のべっ甲業界は過去に輸入

した在庫に依存してビジネスを続けることになりました。ところが、その在庫がいつまでもなくなりません。

その一方、べっ甲業者の関与する密輸が継続。2015 年以降は特に密輸が増加しています。こうしたこと

から、べっ甲業者らの在庫が純粋に過去に輸入されたものであるかどうかは大いに疑問です。また、今

回、2019 年の 1 年間にヤフオク!で取引されたベッコウ製品の落札件数を調査したとこころ、総数は最低

8,202 件（新品および中古品を含む）、取引の合計金額は最低でも 1 億円以上にのぼりました。内訳はそ

の 72％が装飾品で、11％がべっ甲を使ったメガネのフレーム。金額ではメガネのフレームが 50％近くを

占めました。 

 

・6 月 30 日には、JTEF が単独でさらに詳しい報告書「永続する日本のべっ甲細工の闇」を発表しました。

この日は、東京地方裁判所で、2019 年に起きたべっ甲の密輸未遂事件（関税法違反）について共犯者

である 2 名の被告人に対して判決言渡しのあった日でした。 

 JTEF は、この事件を含め、過去にタイマイの甲の密輸入で告発された計 10 件の刑事事件と、税関デ

ータの分析により、過去密輸べっ甲がいつ頃、どのようなスケールでべっ甲業者の在庫に流入したのか、

密輸へのべっ甲業者自身のかかわりはどのようなものだったのかを調査しました。1994 年から 2006 年

までの期間を中心に、継続して相当量の密輸べっ甲が水際を突破し、税関で差し止められるものをはる

かに超える量が国内在庫に入り込んでいたことに疑う余地がないことがわかりました。しかも、密輸の発

生と日本の国内べっ甲市場・業界との深いつながりも明らかになっています。べっ甲在庫がいつまでた

っても無くならない理由は、密輸入されたべっ甲が、業者らの在庫に積み増されたためだったわけです。

国内べっ甲市場は、未だにべっ甲細工に対する高い需要によって維持されつつ、その生産に不可欠な

原材料を調達するには犯罪によるしかないという異常な状態にあります。JTEF は、このような市場を、

可能な限り早期に、計画的に閉鎖するよう政府や国際社会に働きかけていきます。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒例の

新型コロナウイルス蔓延により中止となり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各年次報告書

・トラ・ゾウ・イリオモテヤマネコ保護基金

・新しくなった

https://www.jtef.jp/

・facebook

＊これまで

後も、このスタイルを踏襲する予定です。

 

 

 

 

チャリティー・イベント
【目的】

アーティストの協力を得るなど、多様な

の寄付を募る。

【概要】

・実行委員会主催のチャリティー

＊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。

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
【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通信（各

・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

恒例の「JTEF の活動を支えるチャリティー

新型コロナウイルス蔓延により中止となり

・各年次報告書 2 月

トラ・ゾウ・イリオモテヤマネコ保護基金

新しくなったホームページ

https://www.jtef.jp/

facebook、Twitter、Instagram

これまでの 6 月発行の

後も、このスタイルを踏襲する予定です。

チャリティー・イベント
【目的】 

アーティストの協力を得るなど、多様な

の寄付を募る。

【概要】 

・実行委員会主催のチャリティー

活動実績

＊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。

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
【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

・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 

の活動を支えるチャリティー

新型コロナウイルス蔓延により中止となり

月 28 日発行 

トラ・ゾウ・イリオモテヤマネコ保護基金

ホームページを、随時更新

https://www.jtef.jp/ 

Instagram 随時発信

月発行の 3 基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

後も、このスタイルを踏襲する予定です。

人件費
 

チャリティー・イベント

アーティストの協力を得るなど、多様な

の寄付を募る。 

・実行委員会主催のチャリティー

活動実績 

＊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。 

人件費
 

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

・事業、組織運営の報告 

・普及啓発、広報 

、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

・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 

 

の活動を支えるチャリティー実行委員会

新型コロナウイルス蔓延により中止となりました。

 

トラ・ゾウ・イリオモテヤマネコ保護基金通信

随時更新しています。

随時発信 

基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

後も、このスタイルを踏襲する予定です。 

チャリティー・イベント

人件費等（管理費）

チャリティー・イベント 

アーティストの協力を得るなど、多様な

・実行委員会主催のチャリティー・イベント実施への

＊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

 

人件費等 管理費

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

、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

・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
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実行委員会」

ました。 

通信 6 月 30 日、10

しています。 

基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

チャリティー・イベント

会報発行

（管理費）除く支援額その他経費（予算額）

アーティストの協力を得るなど、多様なチャリティー・

・イベント実施への

＊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

除く支援額その他経費（予算額）

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

、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２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

」主催の JTEF

10 月 31 日発行

基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

チャリティー・イベント

会報発行 

除く支援額その他経費（予算額）

チャリティー・イベント

・イベント実施への協力、実行委員会への寄附のお願い。

＊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

除く支援額その他経費（予算額）

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

、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）

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

JTEF チャリティーパーティー

日発行 

基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

チャリティー・イベント 

除く支援額その他経費（予算額）

イベントの開催に協力し、

、実行委員会への寄附のお願い。

＊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

＊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

除く支援額その他経費（予算額）：480,538

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

、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）

・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 

チャリティーパーティー20

基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

除く支援額その他経費（予算額）： ０円 （

の開催に協力し、JTEF

、実行委員会への寄附のお願い。

＊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

＊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

480,538円（580

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 

、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） 

 

2020 は、

基金別通信に続き、年次報告書の発行についても、４種を１本化しました。今

（０円） 

JTEF へ

、実行委員会への寄附のお願い。 

＊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

＊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

580,000 円） 

 


