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【原文】 

https://www.hakaimagazine.com/features/the-risky-fame-of-a-rare-island-wildcat/ 

【仮訳】認定 NPO 法人トラ・ゾウ保護基金  翻訳協力：日原直子） 

 

ハカイマガジン 

島にくらす希少なヤマネコの

危険な名声 
西表島を世界遺産にしようと日本が動き出すにつれて、地元の

人々は、観光客が彼らの遠く離れた楽園にあふれ返り、絶滅の

危機に瀕している「隣人」のヤマネコに影響を及ぼすことを恐れ

ている。 

 

日本の大部分を占める大きな島々のはるか南には、亜熱帯の楽園があ

る。それは東シナ海のおよそ 1,000 キロメートルにまばらに広がる 160 の

島々である。沖縄は最も有名であるが、西表島 ― 台湾にごく近い 284 平

方キロメートルの面積を持つ緑の斑点― は、これに次ぐ知名度がある。 

https://www.hakaimagazine.com/features/the-risky-fame-of-a-rare-island-wildcat/
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自給自足の農民は、水に浸った田んぼや、パイナップルやサトウキビの

密生する畑を耕作しているが、島の土地のほんの一部しか活用していな

い。島の 90 パーセントは、元来の野生状態にある。密な亜熱帯林、マン

グローブが連なる天然の運河、そして風が吹くビーチ。豊富に湧き出す水

が、滝を成しながら島の山岳地帯から流れ出し、様々な動物の生息地と

西表島に暮らす 2,400 人の住民の生命を支えている。 

津嘉山彦氏はずっと西表に住んでいる。無精ひげを生やし、ちらりと笑顔

を見せる。そして白髪はもじゃもじゃで、日焼けした丈夫な手をしている。

彼は牛を飼育し、父親が最初に耕作した土地で実を結んだ。この 67 歳の

男性は、自他ともに認める島の歴史の「生き字引」である。今に至るまで、

彼は島で起きた一連の容赦のない出来事を見つめ続けてきた。 

2018 年 6 月、彼は左側に水田、右側に浦内川が広がる唯一の幹線道路

である県道 215 号線を走っていた。その時、小さなネコが茂みから飛び出

し、車の前を走った。津嘉山氏はちょうど間に合うようにブレーキを踏んだ

が、ネコは対向車にぶつかりドスンと音を立てて一瞬宙に浮いた後、生い

茂った茂みの中に駆け込んだ。 

 

相手の運転手は車を止め、津嘉山氏と視線を合わせるために窓を下げた。

津嘉山氏はその男を知っていた。 西表では誰もがお互いを知っている。

家ネコ位の大きさのイリオモテヤマネコは、

世界に 40 種いるネコ科動物の 1 種である。
Photo by Susumu Murata 
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彼は平静を失い、心配のあまり顔は青ざめていた。「私の車にぶつかった

のはイリオモテヤマネコでしたか」と彼は尋ねた。 

「はい」と津嘉山氏は答えた。「しかし、ヤマネコは大丈夫のようでした。」

その男はハンドルの上にうなだれ、ホッとため息をついた。 

ヤマネコを死に至らしめることは、ここに住む大多数の人々にとって重荷

なのである。イリオモテヤマネコは島の壮観な景観美よりも、さらに有名で

ある。「西表島」というと、ほぼすべての日本人は、イリオモテヤマネコをあ

げる！ 「簡単に言えば、ヤマネコの存在は私たちの誇りです」と津嘉山

氏は言う。 

イリオモテヤマネコはベンガルヤマネコの亜種で、大きくて灰色の虎ネコ

のように見えるが、縞ではなく斑点があり、丸みを帯びた耳を持つ。そして

それは飼いネコと容易に間違えるかもしれないけれども、イリオモテヤマ

ネコはこの小さな島以外には、世界のどこにも存在しない。また、イリオモ

テヤマネコは、絶滅の危機にさらされている。島の大きさによって当然に

制限され、総個体数は 100〜150 匹の範囲で推移している。そのため、イ

リオモテヤマネコは絶滅の危機に瀕した状態に置かれ続けている。 

津嘉山氏は若い頃、道路上で死んだヤマネコを見たことがなかった。だが、

今では事故で死亡する数は増え続けている。津嘉山氏のニアミスの約 1

ヵ月前に、近くの住人が死んだ雌ネコが道路の脇で、くしゃっとなっている

のを見つけた。駆けつけた環境省の保護官は、その後、2 匹の飢えてい

る子ネコが近くで弱々しく泣いているのを発見した（その後、２匹とも、野

生に戻るためのリハビリを受けて野に放たれた。）その母親は、昨年 3 番

目に死亡が確認されたヤマネコだった。 
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津嘉山氏や他の島民は、イリオモテヤマネコの死亡数が増加することを

恐れている。2017 年、日本政府は西表島の一部を世界遺産に登録する

ことを申請した。これはユネスコが指定するもので、文化的、歴史的、また

は自然的価値が非常に高い場所を確保するのである。西表島が世界遺

産に登録されれば威信をもたらすであろうが、それはまた、より多くの観

光客をもたらすであろう。島は現在、年間何十万もの訪問者を見込んでお

り、そして多くの地元の人々は、現在のレベルの交通量と環境に対する損

失が、すでに地元の人々とヤマネコという島の居住者の両方にとって、容

認できない負担となっていると言う。「多くの人々が私たちのこの宝物に注

目し、島を訪れたいと思っていることは私たちにとって大きな喜びです」と

津嘉山氏は述べている。「しかし、何も規制されることなく、とても多くの

人々が殺到すると、それは危機になるでしょう。」 

 

スコットランドや南アフリカからアフガニスタンやベトナムに至るまで、世界

に生息する 40 種のヤマネコとその亜種は多様で広範囲に存在している。

西表島はヤマネコを養うことのできる世界最小の島である。研究者は、こ

の島で何匹のヤマネコを支えることができるのかわからないというが、ネ

コ科の生息地の大きさとテリトリーを持つ行動を考えれば 1,000 頭以下に

なるだろうと沖縄の琉球大学の生態学者、伊澤雅子は述べている。彼女

によれば、現在の個体数は自動車事故や観光客による侵入のせいで、生

息地の収容力が減少しているという。 

Illustration by Mark 
Garrison 
 

https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/32616/A_revised_Felidae_Taxonomy_CatNews.pdf
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伊澤氏は、西表島のヤマネコは、自分たちの小さな生息地を、上手いやり

方で最大限に活用してきたと語る。他のヤマネコが頼りにしがちな小さな

哺乳類（オオコウモリを除けば）のいない島で 9 万年過ごしてきたイリオモ

テヤマネコは、すべてのネコ科動物の中で、最も好き嫌いの少ない種の

の一つである。イリオモテヤマネコは鳥、トカゲ、カエル、カニ、エビ、ヘビ、

そして昆虫を食べる。他のほとんどのネコとは異なり、イリオモテヤマネコ

は水から逃げない。イリオモテヤマネコは獲物を求めて沢や川へと喜び

勇んで飛び込んでいく。 

しかし、長い間、西表島の住人たちは、ヤマネコは森の単なる一部である

と考えていた。「私たちはそれが特別な、希少なヤマネコであることを認識

していませんでした - それは私たちの村の近くに住んでいるただのネコで

した」と津嘉山氏は述べている。 

 

農夫である津嘉山彦氏はずっと西表島に暮らしている。彼と彼の隣人はかつて人間よりも優先され

ていたイリオモテヤマネコのために考えられなかった味方になっている。津嘉山氏は現在ヤマネコ

の保護に関わりヤマネコをこの小さい島の誇りだと言う。Photo by Rachel Nuwer 
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1965 年、かつて新聞記者からエコロジストそして小説家に転身した戸川

幸夫氏が隣の石垣島を訪れ、西表に住んでいた不思議なヤマネコについ

ての噂を聞いたとき、状況は変わった。戸川氏は、これほど小さい島が主

要な捕食者を養うことができるだろうかと疑ったが、しかし彼は事の真相

を明らかにすることを決心したのである。 

西表島でフェリーを降りると、そこには東京出身の人にとっては時代をさ

かのぼったかと思われるような光景が広がっていた。電気は、ついこの間

引かれたばかりで、そしてほとんどの居住者はまだ時代遅れの伝統的な

器具を使い、自分たちの土地から直接収穫を得て暮らしていた。多くは、

日本の大きな島々に住んでいる人たちに比べて貧しかった。 

地元の人々が共にヤマネコと暮らしてきたことをすぐに聞き知ったことは、

戸川氏を喜ばせた。イノシシの罠にヤマネコがときどき捕まり - そして、地

元の人々は、ヤマネコをイノシシと同じように食べてさえいた。 

戸川氏はやっとのことで村人から頭蓋骨と 2 枚の毛皮を手に入れ、それ

を東京に持ち帰った。そして二度目の旅行で、彼は完全な標本を発見し

た：何人かの中学生が浜辺で、弱ったヤマネコを発見し、学校に持ち帰っ

たが、死んでしまい、地面に埋めていたものを掘り出して戸川氏に提供し

たのである。自然科学者たちは興奮し、戸川氏が持ち帰った資料から、そ

れが独特な種類のヤマネコであることを確認した。 

戸川氏は魅力的な動物についてもっと知りたいと思い、2 年後、村人たち

が捕まえた西表の生きたヤマネコを 2 匹、東京へ連れ帰った。当時 10 代

であった彼の娘久美は、父親が彼女の寝室を一時的なネコの部屋にして

しまったときの不快さを思い出す。「動物園のように、臭いがひどかったの

です」と彼女は述べている。飼いネコとは違って、彼女は言う、恐ろしげな

ヤマネコはニャーとは鳴かないで、代わりに何度もシューと威嚇した。そし

て、ヤマネコはしばしばそれが子供用プールであるかのように、あてがわ

れた大きな水桶の中に入って、あたりに水をはね散らした。 

2 年間、その家には記者たちが頻繁に押し掛けることもあったが、彼女の

父親はヤマネコたちを生き永らえさせようと、日本の国立自然科学博物館

に引き取ってもらい、久美を安堵させた。彼らの剥製は今日もまだ科学博

物館に展示されている。 
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東京の国立科学博物館に飾られているこのイリオモテヤマネコは亡き戸川幸夫氏自宅で飼育され

た 2 匹のうちの 1 匹である。彼の希少なネコを代表した功績はその知名度を高め、それが西表特

産の種であるという認識をもたらした。 

不思議なことに、彼女の父親は２匹のネコが去った後、ヤマネコの話題を

避けた。数十年後になって、久美は彼がヤマネコの発見について罪悪感

を感じていたのかもしれないということに思い至る。彼の書類の中から、

政府が人々よりネコを優先したと不平を言う西表島のある村人からの

1978 年の手紙を見つけたのである。「自然保護は非常に美しいように思

えますが、私たちは非常に原始的な生活を送ることを強制されるべきでは

ありません」と、その村人は書いていた。 

久美は、島民にとっては不当に感じる理由があったことを知った。1970 年

代後半にドイツの科学者が西表島ではヤマネコと人の両方を養うには小

さすぎるとの報告を発表した後、エディンバラ公フィリップ王子は日本の

（当時の）明仁皇太子（今上天皇）に、人の移住を促したと報じられていた

のである。政府はまた、島の土地の 3 分の 1 を開発の対象から除外して、

国立公園にすることを提案し、さらに島を横断する道路計画を取り消した。

なぜなら、重要なヤマネコの行動圏を断ち切ることになるからである。 
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「多くの地元の人々は動揺し、私たちは『ヤマネコか人間か』というスロー

ガンを掲げたキャンペーンを立ち上げました」と津嘉山氏は述べる。「私た

ちは行動を起こしました。」 

彼と彼の隣人は住民がヤマネコとうまく共存できていることを島に直接確

認しに来るように、環境省から代表団を送ることを要求し、彼らの主張の

正しさを主張した。研究者たちも、すぐにこの主張に理由があることを確

認した。つまり、ヤマネコは人間の居住地を避けるのではなく、水田やパ

イナップル農場で喜んで狩りをしていたのである。政府は人々を西表から

移動させることについての議論をやめ、国立公園の規模についても妥協

した。そして、時が経つにつれて、地元の人々は憤りではなく誇りを持って

ヤマネコを見始めた。ヤマネコが西表島特有のものであることを確認する

うえで役立ったヤマネコの骨格は当時の中学生たちが提供したものだっ

たことから、そのヤマネコが捕らえられた浜辺に記念碑を建てるべく、今

ではすっかり大人になったかつての中学生たちが資金集めをした。そして

今日の生徒達は、まさにその中学校で、西表島のヤマネコと保護につい

て年 1 回の特別な授業を受けている。地元の人たちはまた、自然科学者

たちの研究の手助けもしてきた。 

2 匹の不愉快なヤマネコが彼女の寝室に住んで何十年も経ってから、久

美もまた、ヤマネコの元へ戻ってきた。優雅で落ち着いた彼女は、現在東

京の非営利団体であるトラ・ゾウ保護基金（JTEF）の理事長を務めている。

2004 年に父親が亡くなって数年後、彼女と JTEF の事務局長である坂元

雅行氏は、西表島のヤマネコに保護活動の重点を置くことを決めた。 
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戸川幸夫の娘である久美は 1960 年代、70 年代にイリオモテヤマネコをスターにするのを手伝った。

今日、久美はトラ・ゾウ保護基金を通してイリオモテヤマネコの保全活動を続けている。Photo by 
Makoto Hori/Newscom/Alamy Stock Photo 

津嘉山氏は現在、トラ・ゾウ保護基金と密接に協力して他の住民を味方に

引き入れ、保全のための調査と活動を支援している。これは、しばらく前

には想像もできなかった関係である。「保全に協力することは、私たちにと

って大きな変化でした」と彼は述べている。「しかし、尊敬すべき研究者た

ちはついに、イリオモテヤマネコの保護の主役は、地元の人々であること

を理解したんです。」 

島に対する外部からの関心が、あたかも細流から洪水へと膨らみつつあ

る現在、地元の人々と保全との間の緊張緩和はちょうど間に合ったので

ある。津嘉山氏と彼の隣人はすぐにイリオモテヤマネコの命綱となり、そ

のヤマネコが一掃されることのないよう、努力を続けている。 

 

島の天然の運河の一つの緑褐色の水を滑らかにカヤックを操る漕ぎ手は、

自分が地球に残された最後の人間であるかのように感じるかもしれない。

マングローブは、カニやトビハゼが急ぎ足で通る、ぬかるんだ川堤を覆う。
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空気は重くて静かである。西表は手つかずの、知られざる秘密のように思

える。そのような感慨は、しかし・・・おそらく長続きはしないであろう。 

夏の猛暑の午後、笑い声、会話の声、パドルのしぶきが、島で最も人気の

ある観光地の 1 つであるピナイサーラの滝への航路へと続く。下流の浜

辺は、カラフルな色彩をしてぶつかり合うカヤックでいっぱいである。 

航路に沿って、木の根はボディービルダーの腕の上の静脈のように突き

出してしまっており、靴の形をした深い地面の窪みは、非常に頻繁な踏み

つけによって岩がすり減ってしまった痕跡だ。短いトレッキングのコースは、

白く、細くて、霧状のリボンが落ちてきて、胸の深さまであるプールに注ぎ

こまれるようにして終点になる。6 人の観光客は、この滝つぼの岩から、

水の中へかわるがわる飛び込んでいる。他の人は縁に座り、オレンジを

食べ、虫よけを塗り直したりしている。日焼け止めは水面にきらめいてい

る。トイレがないので、訪問者は河畔の土手をよじ登り、茂みの中で用を

足す。 

 

西海岸の重要なヤマネコの生息地の中で、年間約 2 万人の観光客がカ

ヤックを漕ぎ、ピナイサーラの滝へ行く。しかし 2 万人という数は島に群が

る観光客の総数のほんのごく一部である。昨年は、315,000 人が訪れた。

経済的な恩恵はもたらすが、一方では環境が受けている負荷の結果も現

れ始めている。このような生息地の劣化は、しかし、ヤマネコにとっての唯

一の深刻な関心事ではない、と坂元氏は言う。膨大な数の観光客の入り

込み自体が、ヤマネコが行動圏の重要な一部を使用することを妨げるか

もしれない。 

 

イリオモテヤマネコはわずか 100 頭から 150

頭ほどしか、この小さい島に残っていない絶滅

寸前種である。 
 Photo by Susumu Murata 
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観光客は、より直接的な影響も与える。ほとんどの人はヤマネコを見たい

と思っているが、その可能性は低い。津嘉山氏はその一生を島で過ごし

ているが、ヤマネコを見たのは 30 回くらいだと記憶している。ヤマネコは

確実に居場所を突き止めることができないために、悪意のあるツアーガイ

ドは餌を置き、そして夜に観光客を連れ出してヤマネコがいるかどうかを

確かめるかもしれない。2016 年には、懐中電灯を打ち振るうガイドが、ヤ

マネコを茂みの中に追いやり、泣いている 2 匹の子ネコのうちの 1 匹が

親から置き去りにされた様子を撮影したビデオが公開された。トラ・ゾウ保

護基金は、この事件を環境省の事務所に報告したが、十分な対処がされ

ることはなかった。環境省の持つ法的権限は、保護された野生生物を

人々が捕獲するのを阻止することだけであり、「ネコに餌をやったり、光を

当てたりする場合、私たちにできることは、やめて欲しいと要請することだ

けなのです。」と、西表を拠点とする環境省の保護官である杉本正太は述

べている。 

それ以来、テレビ番組でビデオを撮影したガイドが紹介され、島の最大級

ホテルの 1 つがツアーを宣伝し続けている。「イリオモテヤマネコに会い

ましょう！」 

そのようなガイドによって使用される主要な場所、両脇が田んぼになって

いる道路の区間も、絶滅危惧種のヤマネコの交通事故のホットスポットで

ある。2000 年以前は、島中でわずか年 3 頭以下のネコの交通事故が確

認されるだけだったが、今では島民が 7 頭もの事故発生に直面する事態

となっている。54 キロメートルの幹線道路に沿って設置された 100 以上

の野生動物用の地下道や、動物を直接このトンネルに向かわせるための

フェンスなど、数多くの保護戦略が実施されているにもかかわらず、交通

事故は悪化し続けている。ネコ科動物の存在を警告し時速 40 キロメート

ルの速度制限を運転者に思い出させる標識が幹線道路に立ち並び、アス

ファルト道路上には軽い段差が規則正しく設置され、最近の死亡事故現

場には跳躍するネコのシルエットと年間の事故数を表示した看板さえもが

設置されているにもかかわらず、だ。 
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トラ・ゾウ保護基金の高山雄介（左）と坂元雅行は日本の西表島のサインボードを調べている。この

サインボードには 2018 年に轢死したヤマネコの数と最後に事故のあった場所が書かれている。

Photo by Rachel Nuwer 

東京を本拠地とする戸川氏と坂元氏は、西表島に住む熱心なアウトドア

派の高山雄介氏を迎え入れ、そこで保全活動を進めた。東京近郊で育っ

た高山氏は、都会生活と化学業界での仕事に疲れ果てて西表に移住した。

ひょろりとして、日焼けした、そして常にビーチサンダルを履き、穏やかで

のんびりした雰囲気は、すぐに地元の人々を味方に付けた。そして、彼の

過去の経歴も手伝っての、その分析力も保全活動に有用であることがす

ぐに証明された。 

当初、大部分の島民は観光客のせいでヤマネコが死ぬのだと非難した。

そこで 2013 年、高山氏とその先輩、同僚たちは、車の台数を何日も測定

し、観光客と地元の人を区別するのにレンタカーを識別できるナンバープ

レート上の記号があるかどうかも、注意深く観察した。時速 80 キロメート

ルを出して最高速度に達した車もいた。ドラッグレースさえ見た。結局、お

よそ 1,000 台の車からのデータから、より速度を出し過ぎているのは、旅

行者ではなく、平均時速 46 キロメートルを出していた島民であることがわ

かった。 
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2016 年にトラ・ゾウ保護基金は、西表島に高山氏を中心とする支部「やま

ねこパトロール」を立ち上げた。 

この 7 月の湿度の高い夜に、私は彼らと行動を共にした。やまねこパトロ

ールの高山氏と坂元氏は明るいオレンジ色のベストを着けて、彼らのミニ

バンの屋根に黄色灯を取り付けて点滅させ、島の唯一の幹線道路に向う。

高山氏は窓を下ろし、ラジオよりカエルと昆虫の合唱を好んだ。 

週に数日、彼とそのパートナー、または―20 人のメンバ ―（高山氏もそ

の一人であるが）の中から― 彼ら以外の 2 人 1 組のボランティアが、島

で最も事故のリスクが高い区間を時速 20 キロメートルでゆっくりと行き来

する。ほとんどの夜は、ネコが茂みから飛び出すことはないのだが、二人

を忙しくさせることは、まだたくさんある。彼らはスピード違反の車を確認

する。毎分と思えるくらい、度々停車して、道路から茂みの安全のために

飛び跳ねているカエルを追いやったり、ヨークシャーテリアほどの大きさの

ヤシガニを中央分離帯から追いかけたりするのである。そして、進行中の

無気味な細いヘビが道路外へとスイスイ進むのを促す。 

 
坂元雅行（左）と高山雄介はやまねこパトロールを行っている。トラ・ゾウ保護基金はイリオモテヤ

マネコの交通事故死を防ぐためこの活動を立ち上げた。Photo by Rachel Nuwer 
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二人はまた、大量のひき殺された両生類 ―「カエルの刺身」と坂元氏が

呼んでいる―に 対処しなければならない。道路で車にひき殺された小動

物はヤマネコを惹きつけ、自動車事故を増やす。高山氏は、あたかも不

気味なゴルフをするかのように、道路から遠く離れた死体をそれぞれ長い

棒でひょいと持ち上げはじき飛ばしている。 

「私は、カエルがやたら沢山出ている日、ヘビばかりの日、そうかと思うと

カニの日に遭遇しました」と高山氏は言う。「そして、最も驚いたのはミミズ

の日でした。」 

やまねこパトロールが始まって以来、車にひき殺されたネコの数は横ばい

のままである。坂元氏によると、それは最終的には減少をもたらすと思う

が、「地元の人々がヤマネコの保護に参加する機会を確立することが私

たちの本当の目的です」という。その意味では、既にこの目的に沿って物

事は動いているようである。しつこい違反者はいるにもかかわらず、地元

の人々の平均速度は時速 46 キロメートルから 42 キロメートルに低下し

た。しかし、これらの脆弱な保全効果がさらに多くの訪問者の猛攻撃に耐

えられるかどうかはわからない。 

 

津嘉山氏は、西表を世界遺産に指定するという日本政府の計画について

初めて聞いたときの自分自身の反応をよく覚えている。パニック。彼の考

えによれば、この西表島が世界遺産に登録されるということは取り返しの

つかないほどに生態系にダメージを与え、島民の生活様式を混乱させ、

西表を日本本土と同等の「ネオン輝く」繁華街に変えるかもしれない。さら

に、彼は、それが西表のヤマネコを危険にさらすであろうと言う。 

この西表島が世界遺産に登録されるということは、西表島やヤマネコ観光

客にとっての玄関口である石垣島にとって、微妙な話題である。誰もがそ

の看板がプライドの源になるだろうということに同意しているように見える

が、その祝福が呪いともなり得るかどうかについては、人によって意見が

異なる。 

津嘉山氏のように、反対派のほとんどは、観光客があまりに多すぎるとい

う点が看過されているのではないかと懸念する。例えば、石垣島の住人
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である Yammie Leung は、日本最北端の島、北海道の世界遺産に登録さ

れている知床国立公園を訪れた時のがっかりした経験をあげる。「その名

前と看板の入った写真を撮るためだけに多くの観光客が訪れていました」

と彼女は回想する。公園内には訪問者が行ける場所と行けない場所を分

ける規則があり、道はしばしば混雑している。「実際に環境を楽しみたい

人々にとって、それはもはや楽しいものではありません」と彼女は述べて

いる。 

日本のもう一つの世界遺産である屋久島は、その危険性を証明している。

1993 年に世界遺産に登録された後、多くの観光客が西表島の北東 915

キロメートルの島に降り立った。年間約 30 万人の訪問者の一部がウミガ

メの行動をじゃまし、島の有名な古代のスギの大樹の存続を激しい踏み

つけで危機にさらした。1993 年から 1999 年にかけて、浜辺に棲むウミガ

メの数は半分に減少したが、観光客の数は 2 倍になった。屋久島町役場

が訪問者の数を制限する必要性を認識するまでには、観光産業はあまり

にも大きく成長してしまっていた。2011 年、町議会は提案された規制を否

決したのである。「屋久島にとってはとても悲しい話ですが、西表にも当て

はまる可能性があります」と高山氏は述べている。「それは私たちにとって

教訓になるはずです。」 

 
東シナ海にある西表島には 2400 人が暮らしている。多くが米、パイナップル、サトウキビの畑を作

っている。この島の約 90％が手つかずの自然が残っておりその卓越した美しさから、日本政府は

ユネスコの世界遺産に登録することを推薦した。 
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4 月、自然保護活動家にその教訓を役立てさせるためであるかのように、

西表島は世界遺産登録が延期されるというチャンスを与えられることにな

った。つまり、世界遺産委員会の委嘱を受けた検証者は、島には、観光客

が立ち入れる場所と時期を管理するための包括的で持続可能な戦略が

なく、一部の地域についてアクセスが制限されるべきか、それとも完全に

閉鎖されるべきか、といったことを判断しようがないことを明らかにした。こ

の点や、それ以外の懸念を考慮して、日本はその登録推薦を撤回した。

政府が 2020 年に登録を受けるために新しい申請書を用意する一方、ト

ラ・ゾウ保護基金などは、訪問者数の上限を画する規制や、観光客・ガイ

ド・地元の人々のイリオモテヤマネコへの接し方に関する規制を含む、世

界遺産登録の影響を緩和するための仕組み作りに取り組んでいる。石垣

島に役場を置く地元自治体＝竹富町の当局者は、この規制の導入を熱

望していると述べている。 

しかし、そのような規制を導入することは、予想以上に困難である。政府

は環境管理を異なる部門に分割し、政策の実施のための調整を複雑にし、

ときには、ささいな権力闘争を引き起こしている。西表島の場合、竹富町

は観光について語ることはできるが、保全の権限はない ― 坂元氏と戸川

氏は何かを変えようとしているのである。国の農林水産省は島の 85％を

国有林として所有しているが、生息地とそれが支える絶滅危惧種を保護

するのは環境省である。 

障害が積み重なっているという兆候はすでにある。坂元氏によると、林野

庁は、不可解なことに 6 月に観光を管理するための地元自治体の取り組

みを「じゃま」し始めている。（林野庁には、それをするための）法的権限が

ないのにもかかわらず・・・である。彼は政府機関の抵抗が、国家当局が

物事を取り仕切ることによって伝統的な権力の均衡を維持しようとする欲

求に由来していると信じている。しかし、地元の人々が意思決定に参加し

ないことは、長期的には悲惨なことになるでしょう、と坂元氏は指摘する。

保全は、地元の人々の支援があるからこそ成功するからである。 

「実際にヤマネコの近くに住み、日常的にヤマネコを保護する人というの

は、私たちに外なりません。」と竹富の政策開発担当官である通事太一郎

は同意する。「私たちが、外部の人々よりもよく知っている事柄というもの

が、確かにあるのです。」 
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津嘉山氏は、このことに関する生き証人である。夕方、日が陰りゆく中で

正面玄関に座って、彼はお茶を一口飲む。彼は、彼がネコ科動物のため

にした仕事と彼の仲間の島民が、自然史を尊重する生き方を受け入れて

きたことを誇りに思っていると述べる。「私は今 67 歳です、そして私には

物事がどうなるかを見届けるのに十分な時間がありません。」「しかし、私

の残りの人生で、状況を改善するために最善の努力を尽くすでしょう ・・・、   

これは私の約束です。」                              

彼の視線は、畑の向こうに広がる原野に向けられていた。数十年前、そ

の暮れつつある森の暗がりの中に潜んでいたヤマネコが、名声によって

世に引っ張り出された。                                

今、彼は、その名声というものが、今度はヤマネコを永遠に消してしまうこ

とのないよう、ひたすら願っている。 

 

 

 

Rachel Nuwerはフリーのジャーナリストでニュー

ヨークタイムス、ナショナルジオグラフィック、

BBCによく寄稿している。 処女作は 2018年に

出版された「Poached: Inside the Dark first 

book,  World of Wildlife Trafficking, 」 ニューヨー

ク在住 

https://www.hakaimagazine.com/profiles/rachel-nuwer/
https://www.hakaimagazine.com/profiles/rachel-nuwer/
https://www.hakaimagazine.com/profiles/rachel-nuwer/

