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2014 年度（平成 26 年度）第 1 回通常総会：議題１

2013 年度事業報告の説明

（2013 年 11 月 1 日～2014 年 10 月 31 日）

             
ついに、ナグジラ・ナワゴン・トラ・コリドーが公式に保全の対象へ

すでに、ナグジラ野生生物保護区はその西側に「新ナグジラ保護区」が、さらにその西側には

「コカ野生生物保護区」が指定されています。また、ナワゴン国立公園の東には「ナワゴン野生

生物保護区」も新たに指定されました。そして、これらの保護区（5 つ）を合わせて「ナグジラ・

ナワゴン・トラ保護区」が指定されました。

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）：3,287,775 円（3,800,000 円）

中央インド・トラ保全プロジェクト  
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】

・「トラの森と共存するくらし向上プロジェクト」

保護区やコリドーに接して暮らす地域住民が、森林内の過剰な放牧や伐採によって

森林生態系に与えるダメージを減らすため、コミュニティーの生活改善を実施

・その他の活動

－広大な森林地帯を帯のようにつないでいる森（コリドー）で、トラと獲物動物の生

息状況調査

－森林コリドー伐採、保護区管理への悪影響を理由とする国道拡幅工事の差止めを求

める裁判を実施

活動実績

当初からのナグジラ野生生物保護区
新ナグジラ野生生物保護区

コカ野生生物保護区

ナワゴン野生生物保護区

当初からのナワゴン国立公園
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この新たなトラ保護区は、ナグジラ側とナワゴン側が分断されてしまっていますが、まさにそ

の両区域をつないているのが、JTEF/WTI が活動を展開している森林コリドーです。このコリド

ーをバッファー・ゾーンとして保全するよう、JTEF/WTI が長らく訴えてきました。

そしてついに、コリドー全体が、「ナグジラ・ナワゴン・トラ・コリドー・バッファー・ゾーン」

に指定される見通しとなりました（2015 年 1 月予定）。バッファー・ゾーンに法的な規制は及び

ませんが、州森林局はバッファー・ゾーン委員会を設置、その保全に乗り出すことになります。

委員には、WTI のプラフーラ・バンブルカーさんともう 1 名が委員に選ばれています。

煮炊きのための薪を 30％減らす「煙突付改良型コンロ」の配布

JTEF サポーターの皆さんのご寄付のおかげで、ソダラゴンディ村、ジャンバラパニ村と始まっ

た煙突付改良型コンロの配布が、トラの森に特に影響の大きい最重要村落（上記 2 村をいれて 15
村）へ広がりつつあります。今年度は、上記 2 村の他に、4 つの新しい村に合計 163 の煙突付コ

ンロを配布し、さらにその後、別の 2 つの村にも配布することができました。今年度配布した改

良型コンロの数は約 300 にのぼります。また、今年度配布した村の初期調査では、平均して、使

用する薪の量が 50％減ったという結果が出ています。

これで、改良型コンロを配布した最重要村落は、15 村中 8 村となりました。今後も他の村への

配布を拡大していきます。

煙突付コンロの設置（ガラダ村）      コンロで調理中（ガラダ村）

学校と幼稚園にも大型コンロを設置！

最重要村落 15 村にある、12 の学校と 3 つの幼稚園に、大型で共同利用目的のコンロを取り付

けました。このコンロを使って、給食のメニューが調理されます。これまでは、コンロが効率が

悪く、しかも小型というだけでなく、村の寄合所で調理が行われていたところもありました。
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厳しい日差しの中、日陰を作り、果物もなる木を村に！

地場の果物がなる苗を 542 本、14 の村と 13 の学校に子供たちの手で植栽しました。

集落内などには緑が少なく、子供や家畜が入る日陰も少ないためです。また、果樹がたっぷりと

あれば、森の中に採りに行く果実の量も減ります。

ソンダラゴンディの村人たちが自分たちで作った商品を市に出展！

森の恵みである花、葉、果実を採り過ぎにならないよう収穫し、付加価値のある商品にして地

域の市場で販売する、というプログラムです。マフーア(Madhuca longifolia)という樹木の花のピ

クルス、ジャムなどの商品開発や販売訓練をこれまで行ってきましたが、州政府主催の市で、つ

いに自分たちのブースを持ち、出店することができました。

生物多様性を大切にした村の暮らしを実現するための地元組織立ち上げ

プロジェクトを実施している村々では、インドの 2002 年生物多様性法にもとづく「生物多

様性モニタリング委員会」の立ち上げが進んでいます。
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永続的な恵みを保証する林産物の収穫法

2014 年 5 月、カムタラブ村などの 2 村で、林産物、特にこの地域でメジャーなマフーアの花を

中心に、永続的な恵みを保証する収穫法についてトレーニングを開催しました。

このトレーニングには、最初にプロジェクトが始まったソンダラゴンディ村から女性自助グル

ープのメンバーも加わり、学んだことを実践したところ、その後のマフーアの収穫もより上がる

ようになったことを報告したり、マフーアを価値の高い商品にするための工夫を説明しました。

左：マフーアの花 右：正しい収穫法（✔）と誤った収穫法（×）

このような成功例を聞くことが、自分たちもやってみようというモチベーションを生み出しま

す。実際、保護区の近くの森林での収穫の仕方が注意深く行われるようになり、2014 年の夏には、

マフーアやテンドゥ（タバコのように使う）の収穫時期に（森に入った人が原因となった）山火

事が起きることもありませんでした。

森林コリドー内の肉食獣の生息状況を調査しました。

地図上で 2km×2km に区画した森に、10 日間連続で、7～17 セットの自動撮影カメラ装置をし

かけました。撮影を行った区画の合計は 50 です（200 ㎢）。

その結果、ヒョウ、オオカミ、ドール、ジャングルキャット、ナマケグマなどは写っていました

が、トラは撮影されませんでした。コリドー内の獲物動物が十分多いとは言えず、村による森へ

のプレッシャーがまだまだ強いことがうかがわれます。「トラの森と共存するくらし向上プロジェ

クト」をいっそう拡大・強化していくことが必要です。
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北東インドには、148 頭つまりインド全体（1,706 頭）の 1 割弱のトラが生息すると推定され

ています。その中でもトラが集中しているのがカジランガ国立公園です。これに隣接するカルビ・

アングロンは 100 万人の人が暮らす自治県ですが、45％が森林に覆われ、その森林面積はアッサ

ム州の森林全体の 18％以上を占めています。

そこで、カルビ・アングロンにもトラが定住しているのではないか、カジランガで生まれて分

散する若いオストラなどの重要な滞在場所になっているのではないかと考えられています。しか

し、これまではそれを裏付ける科学的調査がされてきませんでした。JTEF とインド野生生物トラ

スト（WTI）は、この 5 年間、トラの存在の有無、相対的な多さの調査を試みてきましたが、森

の奥には武装勢力が潜み、ときおり犯罪行為やテロ活動が起きるため、順調に進んできませんで

した。ようやく、今回一定の成果をまとめることができました。

調査の方法

地図上で 5 ㎞×5 ㎞の方形に区切られた森林を単位として、2 組のチームが調査に当

たりました。調査は、各方形区の中で最低 1 ㎞の長さのルートを 3 つ以上設定し、徒歩

探査により行います。収集するデータは、トラの痕跡だけでなく、標高、森の上部がど

れくらいの割合で枝葉におおわれているか、地面がどれくらいの割合で下草におおわれ

ているか、森林は深い森、開けた二次林等どのようなタイプに属するか、伐採、耕作な

ど人間活動の影響を受けているか等の生息地事情にも及んでいます。このようなことを

調べるのは、トラの痕跡が見つかったところにどのような環境上の特徴があるかを明ら

かにし、カルビ・アングロン全域内それぞれの区域におけるトラの存在の有無、相対的

な多さを推測するためです。

人件費を除く支援額その他（予算額）：北東インド・アジアゾウ保全

プロジェクトの予算内で処理

北東インド・トラ調査プロジェクト  
パートナー：インド野生生物トラスト（WTI）

【目的】

カルビ・アングロン自治県（アソム州）内のトラの生息状況を把握

【概要】

・トラとゾウの生息状況調査

活動実績
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調査結果

反政府活動が盛んなところや地形上探査が困難なところを除き、トラの存在の可能性がある（植

生によって 10％以上がおおわれている場所）5 ㎞×5 ㎞方形区は 99 で、そこを探査した結果、ト

ラが存在する具体的な根拠が得られたのは 4 つだけでした。

トラの存在に特に重大な影響を与える生息地の特徴としては、森の上部がどれくらいの割合で

枝葉におおわれているか、地面がどれくらいの割合で下草におおわれているか、どれくらいの割

合で茂みにおおわれているかの各事項と標高でした。トラが存在するためには獲物とする中大型

の草食獣が生息できる植生が保たれている必要があります。そのような植生は、同時にトラが獲

物を捕まえるために潜むことのできる場所も作り出します。水場までの距離、人間活動による影

響が少ないこともトラの存在に影響していました。トラが人目を避けて暮らしていることがわか

る結果でもありました。

また、トラの存在度を推定するモデルを適用すると、大部分がカルビ・アングロンの森林中央、

部の森林に散らばるように存在していることがわかりました。ここは、JTEF 理事長と事務局長自

身も 2 年前に視察しており、保護区に指定されていない場所です。トラの獲物となるホエジカな

どが豊かに生息しています。
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野生生物犯罪ホットライン（WCH）実施中。

MYCAT の他の活動はマレーシア最大の国立公園であるタマンネガラで行われていますが、こ

のプログラムは半島マレーシア全域で行われています。電話番号を記したチラシや映画館での

呼びかけで、一般の人から違法販売店などの情報提供も増えてきました。この情報を取締機関

に伝えます。

カラパハル・ダイグルン・ゾウコリドーの保全

カラパハル・ダイグルン・ゾウコリドーは、カジランガ国立公園からナンボル野生生物保護区

やガランパニ野生生物保護区への移動路となっています。この間、JTEF は、コリドー内のやや開

けた場所にあるラム・テラン村が自主的に移転することを支援してきました。移転作業は一時停

滞していたこともありましたが、順調に進み始めています。移転先への住居の建設はこれからで

すが、水田も確保され、農法をこれまでの焼畑農業から水田耕作に切り替えていきます。

今年度、新たな水田で水稲栽培するための稲モミを 450 ㎏を届けました。

人件費を除く支援額その他経費（予算額）：303,605 円（300,000 円）

マレートラ密猟防止プロジェクト  
パートナー：マレーシア トラ保全連合（MYCAT）
協力者：川西加恵氏

【目的】

マレーシアの国立公園等におけるマレートラ密猟・違法取引防止

【概要】

・野生生物犯罪情報提供など、密猟・違法取引防止のための物資、経費の支給

活動実績

人件費除く支援額その他経費（予算額）：2,591,061 円（2,700,000 円）

北東インド・アジアゾウ保全プロジェクト  
パートナー：インド野生生物トラスト（WTI）

【目的】

カルビ・アングロン自治県内のゾウの生息地確保・密猟防止

【概要】

・「人とゾウとのトラブル防止プロジェト」

－ゾウがコリドーから外れて水田へ侵入することを電気柵やゾウの嫌う柑橘類の生け

垣等で防止し、村人によるゾウに対する報復行動を防ぐための諸活動を行う。

－コリドー内外の村による森林に対する悪影響・ゾウとのを防止するため、村の自主移

転の支援、コリドー周辺の村による生息環境かく乱・ゾウに対する報復を防止するた

めの諸活動を行なう。

・その他の活動

－移動獣医サービス（密猟者による攻撃、村人とのトラブル、さまざまな事故に対する

野生動物の救護）

－パトロールを行うレンジャー向けのトレーニング・ワークショップ開催、パトロール

活動実績



8

ラム・テラン村と、移転先のすぐそばにありコリドーにも近いサル・クロ村のために「診療所

キャンプ」が１日限定で実施されました。155 名の村人が受診し、コリドー保全へ協力したいと

いう意識も高まったと思われます。

診療所キャンプ

モンスーン前の野生動物保全の普及啓発キャンペーン

5、6 月頃からのモンスーン・シーズンには、大河ブラマプトラ川がしばしば氾濫し、カジラン

ガ国立公園のかなりの部分が水没します。水難を逃れてゾウやシカの仲間がカルビ・アングロン

の丘陵部を目指しますが、その間の国道で交通事故にあったり、住民が国立公園の外なら捕まえ

てもよいと誤解したり、間違った救護の仕方をすることもしばしばです。WTI は森林局と協力し、

村を回って説明会を行い、「やるべきこと、やってはいけないこと」を示したリーフレットを配

布しました。

左：浸水したカジランガ国立公園のゾウ 右：リーフレット
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人とのトラブルを避けるためのゾウの移動

2014 年 2 月 7 日、カルビアングロンの西部（ハムレン森林区）で、ゾウの死体が発見され、翌

8 日、JTEF が支援するインド野生生物トラスト（WTI）の獣医が検視を行いました。ハムレン森

林区では、2013 年 4 月～2014 年 3 月、人とゾウとの間で起きたトラブルによって 2 頭のゾウが

殺され、2 件の人身事故が起きています。 このような事態を避けるため、WTI/JTEF は様々な取

り組みを行っていますが、やむを得ない場合にはゾウをトラブル発生地から移動させることもあ

ります。

昨年、1 頭の若いオスゾウが、カルビ・アングロン自治県と隣接するホジャイ森林区（ナガオ

ン県）で 1 か月以上にわたって田畑を荒らし、家を壊し、1 人の男性を死なせてしまいました。

その周囲は、森に退避するゾウ道がなく、ゾウにとっては袋小路に入り込んでしまったような状

況にありました。そこで、スタッフが森林局と協力し、1 つのチームがゾウを追い込み、もう 1
つの獣医が加わったチームがゾウを麻酔で動けなくしました。その後、飼育ゾウの助けを借りて

トラックに誘導し、近くのカルビ・アングロン内の国有林にリリースしました。

ゾウの集落・田畑への進入を防ぐ電気柵と「エコ・バリアー」

2009 年に水田地帯に設置した電気柵は、村人たちの電気柵管理委員会によって順調に管理され

ています。フェンス設置後、（ゾウに荒らされずに済んだため）収穫が行われた水田の面積は増え

ており、2013 年度の人身事故はゼロでした。

ゾウが嫌がる、長いとげをもったかんきつ類の生垣＝「エコ・バリアー」も、サポーターの皆

様のおかげで 3000 本が植栽済みで、村人たちが管理を行っています。植栽後の調査の結果、苗

木の枯死率は 40％、育っているものは現在 1～1.2m の高さになっています。生育環境を改善して、

最低 2m の高さ、周囲に 1.5m くらい枝が広がるようにできれば、「エコ・バリアー」が効果を発

揮するようになると見込まれています。
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赤ちゃんゾウのレスキュー

2013 年 12 月、村人がいつものように薪採りに森に入ると、赤ちゃんゾウの泣き叫ぶ声が聞こ

えました。声の方に駆けつけると、狭くて深い岩場の溝に小さなゾウが落ちてはまり込んでいる

のが見つかり、州森林局のレンジャーと村人でゾウを何とか引き上げました。 外傷はありませ

んでしたが、脚をひきずっており、脱水症状も見られたので、獣医が治療を行いました。

残念ながら周囲を探索した結果家族の群が見つからなかったため、そのまま野生に戻すことを

断念、赤ちゃんゾウはカジランガ国立公園のそばにある WTI と森林局のレスキューセンターに収

容されました。現在、既にセンターに収容されている 3 頭の子ゾウと暮らしていますが、適切な

タイミングで新たな野生の生息地へリリースされることになります。

レオパードキャット（イリオモテヤマネコと同じベンガルヤマネコの亜種）の赤ちゃんを無事母

ネコのもとへ

一匹でうろついているレオパードキャット（イリオモテヤマネコと同じベンガルヤマネコの亜

種）の赤ちゃんが村人の家の裏庭で保護されました。WTI の獣医は赤ちゃんにミルクを飲ませて

体力をつけさせ、その間に他のスタッフが近くの森を探索、巣穴を発見しました。そこに赤ちゃ

んネコを置いて観察を続けたところ、無事母ネコがやってきて赤ちゃんを連れて行きました。
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飛行パトロールのトレーニングに必要な燃料を支援

アフリカン・サバンナにおける飛行パトロールは、レンジャーの「目」です。セスナからの広

域な視界のなかで密猟された遺体が発見されると、そこから遺体の調査と犯人の追跡が始まりま

す。また、飛行パトロールは、眼下で暗躍しようとしている密猟者に対するけん制にもなります。

セスナは 3 つの”B”（Beans 豆＝食料, Bullets 弾丸＝武器, Bandages 包帯＝医薬品・医療器具）を

遠いところまで運搬し、病人を搬送する役割も果たします。

このようなセスナが密猟防止活動に力を発揮するのも、高い技術と知識をもったパイロットに

操られてこそです。しかし、現実には悪い操縦の癖が付いてしまったり、ずさんで危険な取り扱

いが習慣化してしまったりします。この数年、ケニア野生生物公社 KWS では何件も飛行機事故

が起きていますが（死亡事故も 1 件あります）、JTEF 協力者のビル・クラークさんによると、そ

のすべてが操縦者のミスによるものだということです。実際、この 3 年間はパイロットに対する

トレーニングが行われないままになっていました。

そこで今回、ビル・クラークさんの提案により、KWS ではセスナ操縦の上級の技術と豊かな経

験を持ったインストラクターのもとで、12 名のレンジャーに対して基礎的な飛行技術の点検・再

訓練を行うことになりました。JTEF はさサポーターの皆様のご支援をいただき、その訓練に必要

な燃料として、200 リットル入りドラム缶を 10 缶分支援しました。セスナは、40 リットルで 1
時間飛べます。

人件費を除く支援額その他経費（予算額）：478,513 円（500,000 円）

緊急支援：210,245 円（0 円）

アフリカゾウ密猟防止プロジェクト  
パートナー：ケニア野生生物公社

協力者：ビル･クラーク氏（ケニア野生生物公社名誉ウオーデン）

【目的】

ケニアの国立公園等におけるアフリカゾウ密猟防止、国際的な象牙の違法取引取締強化

【概要】

・パトロール強化のための物資、経費の支給

活動実績
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アフリカゾウ緊急支援：ゾウの密猟と象牙取引を引き起こす犯罪組織の摘発作戦

2011 年 2 万 5000 頭、2012 年 2 万 2000 頭、2013 年も 2 万頭以上と、3 年間で 7 万頭以上の

アフリカゾウが象牙目的の密猟で殺されました。ゾウやサイをはじめとするアフリカの大型野生

動物たちの危機は極限に達しつつあるといっても過言ではありません。

JTEF はこれまでケニアの国立公園におけるアフリカゾウ密猟防止パトロールを支援してきま

した。しかし、この止まらぬ危機を前にして、アフリカゾウ密猟防止活動の支援を緊急に強化す

ることにしました。

ポイントは、密猟を引き起こす象牙取引の深部に関わる犯罪ネットワークの主要人物を摘発し、

厳罰に処することです。

そのため、JTEF は今年の春から「ルサカ合意タスクフォース」（LATF）＊と協議を重ね、今回、

緊急プロジェクト実施への支援を合意しました。

＊LATF：コンゴ共和国、ケニア、レソト、リベリア、タンザニア、

ウガンダ、ザンビアで構成する、対野生生物犯罪のための

取締戦略機関。本部はナイロビ（ケニア）にある。

左：コンテナ奥の木箱の中に象牙が隠されていた。右：コンテナ内の象牙は 1 トンに達した。

内容は、LATF 参加国で特別に編成した取締チームが、東アフリカで最近発覚している大量の象

牙取引事件の背後にいる犯罪組織を洗い出し、その大物の摘発をする作戦を支援するものです。

この取締チームの行動にかかる費用＊のおよそ 2 分の 1 を JTEF が支援しました。

＊警察官の給与などは、彼らが所属する各国から当然支払われますが、このプ

ロジェクトを実施するためには国境を越えた移動交通費その他の経費がかかり

ます。
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・ヨナラバルの農地整備（土地改良事業）にあたり、イリオモテヤマネコの休息場所となってい

るアダン林が残されることに決定！

ヨナラバル（与那良原）土地改良事業は、水田と牧草地の区画整理を行うもので、平成 25
年度に測量設計を行なって、26 年度には工事に入る予定とされています。しかし、ここはヤマ

ネコが餌場、休息、一時滞在に使っているため、事業の影響が心配されます。これまで以下の

2 点を要望してきました。

① 事業地である水田と牧草地の間にある残存林をできるだけ残すこと。

② 事業地の端を流れる川（すでにコンクリート張り）に沿って移動するヤマネコが河床から

水田に上がりやすいよう、階段などを取り付けること。

③ 事業地周辺道路にヤマネコの侵入を防止するフェンス（ヤマネコの異同を妨げないための

脱出口付）を設置すること。

①は、JTEF が 5 年間にわたって調査・提言を続けてきたテーマでしたが、ついに沖縄県が提

言を受け入れました。これで、放浪しているオスネコだけでなく、そのエリアで子育てをする定

住のメスネコも利用するアダン林が残されることになります。

アダン林で自動撮影されたメスネコ    帯のように海岸へ続くアダン林

写真提供：環境省西表野生生物保護センター

なお、②については、工事に付随して実現できないかを今後要望していきます。 ③について

は、道路を挟んで事業地（海側）と反対側（山側）にも張る必要がありますが、それは土地改良

事業の事業者（県）以外の機関（町など）に求めていく必要があります。

人件費を除く支援額その他経費（予算額）：146,532 円（500,000 円）

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

・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

活動実績
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JTEF イリオモテヤマネコ保護基金では、イリオモテヤマネコの交通事故を防止するため、地元

の方々からなる「やまねこパトロール・チーム」による夜間パトロールを行っています。

やまねこパトロールは 2 人 1 組で自動車に乗り、ヤマネコの目撃が多い箇所を中心に、19:30
～22:00 中に時速 20～30 ㎞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。

今年の 5 月にはパトロール中にヤマネコを 7 回目撃しており、このような状況下で交通量の多

い時期に入っていくことに現場も警戒を深めています。

パトロール員 K さんの報告

5 月 17 日 22:20
ヤマネコの子ネコがネズミらしき動物をくわえていました。ライトにびっくりして山側

へ逃げましたが、おそらく 60m/h 出している車だったら事故に遭っていたと思います。

カエルやカニ等が出ている場所は、一層の注意が必要だと実感しました。

2014 年 7 月 9 日、パトロール中のメンバーが、路上で子ネコに遭遇しましたす。子ネコは人を

前にしながら、またしても道路に飛び出し、なかなか森に戻ろうとしません。やまパト・メンバ

ーはガードレールをたたいて大きな音をだし、追いかえし活動を行いました。

翌日には、現場の状態を確認し、ヤマネコの飛び出しを発見しやすいよう路肩の草刈りなどをし

ました。

8 月 17 日にはカエルやガと路上でたわむれる仔ネコを発見。こんな様子ではスピードを出した

車が通るとはねられてしまっても当然です。それ以外にも何頭ものヤマネコが路上に出ているの

を確認しています。

やまねこパトロールでは、今後のパトロールを含むヤマネコの交通事故対策に役立てるため、

遭遇車両や路上に出現する生物のデータも記録しています。今回、遭遇車両についてのデータ（自

家用・営業用車、レンタカーなどの種別走行数、スピードガンによる測定速度）を分析しました

（速報）。

人件費除く支援額その他経費（予算額）：1,406,985 円（1,300,000 円）

やまねこパトロール
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、目撃多発地点を夜間パトロール

・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啓発

活動実績
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●スピードは、速いものから、属性不明、自家用・営業用車（地元の車）、レンタカー、ツアー車

の順となっています。

●ツアー車やレンタカーが比較的スピードが出ていない理由は、観光客が生きものを見る 目的

でゆっくり走っていることにあると考えられます。それらの車の走り方にもその事実が表れてい

ます。また、レンタカーの方が、自家用・営業用車よりも、やまパト車に気づいてスピードを落

とすことが多い印象です。

●ただし、レンタカーでも半数近くはスピード超過というのは見過ごせません。レンタカーのド

ライバーの多くは地理感がないので、地元車よりも事故を避ける能力が低いと考えられるからで

す。また、本調査期間後（2014 年 4 月~）には、突出してスピードの速い（時速 71 ㎞以上） レ

ンタカーが現われ始めています。

データが示す、今後必要な取組み

 走行車両の数は、自家用・営業車が常に一番多くなっています。しかも、（不明者を除くと）

スピードも一番速くなっています。このことから、地元向け広報のいっそうの強化が必要と言え

ます。
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 増えつつあると思われるレンタカーは、地理感を欠くため事故につながるおそれが強く、さら

に最近常軌を逸したスピードで走る車も確認されるようになってきました。このことから、観光

客向け広報も継続して強化が必要と言えます。

 曜日で見ると、自家用・営業用車は金・土曜日、レンタカーは金曜日にもっとも走行数が多く

なっています。このことから、金・土にはとくに警戒が必要と言えます。

 もっとも交通量が多く、スピード超過車も多いのは最も警戒すべき期間は、（レンタカー、自

家用・営業用車とも）6 月下旬～7 月上旬とわかりました（昨年は、石垣新空港が開業し、夏休

み前に大きな人の移動があったという特別な事情があります）。この通信がサポーターの皆さん

のお手元に届く頃、ちょうどこの時期から一般に走行車両が増える夏休みに入っていきます。や

まねこパトロールも十分な警戒態勢で臨みます。

この分析結果（速報）は、6 月 3 日に開催された「イリオモテヤマネコの交通事故発生防止に

関する連絡会議」（事務局：竹富町、環境省）で報告し、さらに沖縄県警察本部にも報告。八重

山警察署西表島駐在の警察官が、週 2 回、範囲を拡大して夜間パトロールを実施してくれるよ

うになりました。

ヤマネコを道路に誘導してしまう？イノシシ農地侵入防止フェンス改修！

シカやイノシシが農地に侵入することを防止するための市町村によるフェンス設置が、全国的

に進んでいます。「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に

かかわる補助金の活用によるものです。リュウキュウイノシシによる農業被害がある西表島も例

外ではありません。ところが、このフェンスが農地に沿って山から道路まで延ばされると、ヤマ

ネコを道路に誘導してしまうおそれがあります（フェンスに沿って移動する行動をとりやすいた

め）。そこで、JTEF イリオモテヤマネコ保護基金では、このような個所について、フェンスを延

長して道路から山側に切り返し、道路から遠ざけるよう竹富町にはたらきかけてきました。その

結果、要望どおりの改修が実現しました。
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今年は全島の小中学校 6 校で「ヤマネコのいるくらし授業」を行いますが、その 1 番手として

5 月末、大原中学校の理科の時間を 2 時間使って授業を行いました。

今回は、JTEF が行っているやまねこパトロールを題材に、夜間パトロールをしている人たちが遭

遇するヤマネコの獲物となる生きものに焦点を当てました。そこでやまねこパトロールのメンバ

ー2 人に授業に参加してもらいました。

まず、パトロールのルートを地図で紹介し、その後、実際にパトロールしている映像を写し、

生徒に臨場感を持ってもらいました。夜間パトロールでは路上に色々な生きものが出ています。

パトロールメンバーは路上の生きものに出会う度に車から降りて道路から山の方へ動かします。

サキシママダラ(ヘビ)やカエルを見つけたときも、車に轢かれてしまった生きものを見つけたとき

も同様です。路上にいる生きものは皆ヤマネコの獲物なので、ヤマネコが路上に出てきて食べて

いる間に車に轢かれることもあるからです。    

一昨年パトロールチームは子どものヤマネコがなかなか道路から避難しないのを発見しました。

その時は、何度も大きな音をたてて脅かし、完全に道路から離れるまで見守っていた話を生徒に

伝えました。

動画を見た後、ヒントのみが書かれ中身が何かわからない袋を生徒 1 人 1 人に渡します。ヒン

トを読むと、どういうところにいる生きものかがわかるようになっています。

私たちは、梅雨のある日のパトロールの様子を紹介し、その日会った生きものを皆と共有しま

した。西表島は色々な生きものたちが生息する様々な環境があります。たとえば、なだらかな干

潟が続く海岸ではベンケイガニが卵を産みに来ますし、夏には森が道路の両側に広がるところで

アカショウビン(鳥)が見られます。水がしみだしている場所では、浅い水辺が好きなリュウキュウ

カジカガエルが集まり、田んぼや昔の田んぼの後には、ヌマガエル、ヒメアマガエルがたくさん

出てきます。そしてカエルたちを狙うサキシマハブ、サキシママダラもやってくるのです。鍾乳

洞など石灰岩地形では ヤシガニが良く隠れ家として使っています。

それぞれの生徒がヒントを見ながら自分の持っている生きものを当てて、ホワイトボードに貼

ってある大きな西表島の地図上の、その生きものが生息している場所にカードを貼りに出てきま

す。

最後に、実際にパトロールをしている 2 人の女性から話を聞きました。

人件費除く支援額その他経費（予算額）：1,513,332 円（1,600,000 円）

ヤマネコのいるくらしプロジェクト
直轄事業

【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。

・正規枠での授業の実施（総合学習、道徳）。

・3 年単位の体系的なプログラム

・すべての学校で実施

・指導案確立、副読本の作成

・4 年後には、教員自身によって授業が実施され、JTEF による特別授業で保管する状

況を目指す。

活動実績
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1 人は現地マネージャーの奥さんで子どもたちも車に乗せて家族でパトロールをしています。

「色々な環境が残る西表島では、ゆっくり車を走らせるとヤマネコを轢かないだけでなくたくさ

んの生きものに出会うことも多く、楽しいですよ。」と話しました。もう 1 人はまだ 2 歳の赤ちゃ

んのママさん。中学生の時に西表島を離れ、高校、大学、社会人まで大阪で暮らしました。その

後結婚して、夫婦で西表島に帰島した方です。「島を離れると島の良さが色々わかります。」と語

りかけると、西表島には高校がないためもうすぐ島を離れる中学 3 年生たちは、話を聞こうと身

を乗り出しました。「出身の島はどんなところですか？と新しく出会った友達や先生に聞かれて、

私はよく答えられなかった。みなさんは今のうちによく西表島の素晴らしさを見て感じておいて

くださいね。」という先輩の言葉は心に響いたようでした。

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。

決算額（予算額）：6,160,711 円（8,100,000 円）

生息地支援積立金：継続的な支援を安定して行うため、次年度用の支援金を一部積み立

てておくものです。当年度に積み立てたものを翌年度に取り崩して

収入に組み入れます。

決算額（予算額）：2,400,000 円（3,400,000 円）
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2014.1.19(日), 26（日）,3.9（日） 上野動物園コラボ「トラパンフレットを作ろう」

（上野動物園）

2013.2.8（土） やまねこマラソン大会 「チーム山猫パトロール」参戦（西表島）

なんと、3 名が入賞。

野生生物に対する脅威の生息地外における除去

人件費を除く決算額（予算額）：1,734,410 円＊（1,803,943 円）

＊「生息地外における普及啓発」および「政策提言」の合計

生息地外における普及啓発
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」）の一員としての行動を喚起する。

【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
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2014.4.19(土)～20(日)アースデイ東京 2014 ブース出店（東京 代々木公園）

2014.4.5(土)トラ・ゾウ保護基金 PRESENS【絵本「さいごのぞう」朗読劇】 （東京

EARTH+GALLERY）

作：井上奈奈、朗読：新井晴み（俳優）

2014.4.11(金)～13(日)Holi Festival ブース出店（横浜 赤レンガ倉庫イベント広場Ｂ）
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2014.9.20(土)～21(日)ナマステ・インディア ブース出店（代々木公園）

2014.9.21(日)上野動物園で、「うえのトラ大使」ワークショップ

「うえのトラ大使」は、みんなに、トラに今起きていることを知ってもらいたいと考えている、

「トラが大好き」の台東区の小学生たちです。この活動は、上野動物園×上野観光連盟×JTEF で

行っており、2 年目になりました。

2014.9.23(祝)インド大使館イベント「地球の宝物 インドのトラとゾウをまもる 2014」
出演者（敬称略）

国広和毅、Angela Raga、河崎純、小林武文

見城美枝子（まとめ）

戸川久美（活動報告）
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2014.10.18（土）上野動物園コラボ：台東区立黒門小学校で、トラの保護を考える授業

「うえのトラ大使」の活動の一環として、上野動物園に近い、台東区立黒門小学校で、トラの

保護を考える授業を行いました。対象は、全 3.4 年生です（109 人）。上野動物園の職員の方から

トラの解説があった後、トラになりきって 1 日の暮らしを体験するゲームをし、最後にトラに迫

る危機と保護のために必要なこと、できることを JTEF が講義しました。

【象牙流通管理監視プロジェクト】

2014 年 4 月 5 日 NHK-BS1「ドキュメンタリーWAVE」で「追跡 アフリカゾウ密猟最前線」が

放送されました。

現在のアフリカゾウの密猟・象牙の違法取引が国際テロと結びついていること、象牙取引の合

法化によってますます象牙市場が活性化、密猟を激化していること、日本では依然として印章な

どの象牙製品が合法的に流通していることなどが紹介されました。JTEF は NHK に資料提供など

を行ったほか、事務局長が日本への象牙密輸についてインタビューに答えています。

人件費を除く決算額（予算額）：1,734,410 円＊（60,000 円）

＊「生息地外における普及啓発」および「政策提言」の合計

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・国内流通管理の徹底：象牙流通管理監視プロジェクト

・野生生物犯罪に対する法執行の改善：JUSTICE プロジェクト

・種の保存法、鳥獣保護法など日本の野生生物保全に関する制度の改善：

LAW プロジェクト(Legislation Advocating for Wildlife)

活動実績
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ワシントン条約における「象牙取引再開の意思決定を行うための仕組み」の検討

現在、ワシントン条約ではゾウの密猟と象牙の違法取引を抑えるための対策について「も」話し

合われています。しかし、「象牙取引再開の意思決定を行うための仕組み」が 2007 年以来の継続

議題として議論されていることに注意する必要があります。象牙取引を合法化することを前提に、

それにゴーサインを出すための基準や手続きを決めておこうという議論です。

しかし、2007 年以降、事態は急変。破壊的な密猟の蔓延を前にして、象牙取引合法化にゴーサ

インを出すための基準や手続きを話し合うことが何をもたらすのでしょうか。JTEF は、長期的な

生物多様性の保全とアフリカゾウの保護を真剣に考える世界の NGO と連携、ただちにこの議論

を中止し、密猟者や野生生物犯罪マフィアに象牙の国際市場活性化を期待させるようなことは避

けるよう求めています。

【JUSTICE プロジェクト】

警察に対して、継続的に必要な情報提供や助言を行っています。

2014.3.3 国際連合大学主催の「野生動植物犯罪対策東京会議」に参加（国際連合大学）

2014 年 3 月 3 日、「世界野生生物の日」を記念して、国際連合大学主催の「野生動植物犯罪対

策東京会議」が開催されました。

ワシントン条約事務局をはじめとする関係国際機関、アフリカの野生動物生息国政府（アフリ

カの野生生物犯罪に対する法執行を国際的に協力して行う「「ルサカ合意」という交際条約に加盟

している国々）、そして日本政府がも参加しての国際シンポジウムです（プログラム概要は別紙の

とおり）。

現在、アフリカではゾウとサイの密猟レベルが空前の状況に達しています。これに対して、ア

フリカの生息国が野生生物犯罪への対処を政策上の優先課題として取り上げ、さらに法執行をよ

り効果的にしていくために、当事国、野生生物の消費国、国際機関がどのような対策を講じてい

くべきかが議論されました。

4 日と 5 日には、特にルサカ合意締約国における、野生生物犯罪情報の収集・分析・共有シス

テムについて議論され、「野生動植物犯罪対策東京会議のルサカ合意理事会に対する提言」が採択

されています。

シンポジウムは 3 つのパートで構成されました。

第 1 の「野生生物犯罪に対する取組みとしての証拠にもとづく政策決定－国境を越えた法執行モ

ニタリングを実現するための科学者、NGO、各国の政策決定者および国連機関の役割－」では、

国際連合大学、国連環境計画、ウガンダ観光・野生生物・文化財大臣などの他、JTEF のパートナ

ーであるインド野生生物トラストのビベック・メノンさんもパネリストとして参加しました(写真

右端）。

第 2 の「環境の危機における国連の役割の促進－特にゾウ、サイおよびゴリラの密猟について－」

では、ルサカ合意特別対策本部、ワシントン条約事務局、国際刑事警察機構（インターポール）、

世界税関機構などの国際機関によって討論が行われました。
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そして第 3 の「野生生物犯罪に対する日本における取組み」では、日本政府（外務省、環境省、

経済産業省）と NGOによる討論が行われました。トラ・ゾウ保護基金事務局長の坂元は、「現在、

違法象牙の主要な行先は中国になっている。しかし、日本の税関や警察は安心してはいけない。

税関におけるワシントン条約関連物品の輸入差止め実績の変化を分析すると、近年の象牙密輸の

減少傾向は、国際輸入貨物と国際線旅客数の変化に連動している可能性が高い。今後の日本の景

気回復と、中国における景気・象牙価格に変化が起きれば再び違法象牙が日本に向かうおそれも

ある」と指摘しました。

【LAW プロジェクト】（種の保存法など日本の野生生物保全に関する制度の改善）

1 種の保存法

・環境省の国内希少種に関する運用方針である「 絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略」の「パ

ブコメに意見。

・他の NGO と協力して「絶滅危惧種保全研究会」を運営し、行政、研究者、NGO、市民が絶滅

危惧種保全のための情報を共有。

2 鳥獣保護法

・早い段階から大手NGOと協力して、改正に対する意見・スタンスを検討し、環境省、審議会、

マスコミ、国会に働きかけを行ってきました。

最終段階では、国会議員に国会質疑や附帯決議案について陳情を行うとともに、事務局長坂元が

参考人として招致される機会を得て参議院で意見を述べました。

・今回の法改正の目的は、数の増加と分布の拡大がとくに著しいシカに対し、その数を減らし、

分布を狭めるための仕組みづくりを行うことであり、指定管理鳥獣捕獲等事業（以下「捕獲事業」

という。）と鳥獣捕獲等事業者の認定（以下「認定事業者」という。）が、改正法案の目玉でし

た。そして、都道府県知事は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲

等事業者に、その実施を委託することができ、その場合、殺傷個体の放置禁止や夜間発砲禁止等

の規制が緩和されることになっています。

そこで、問題点として次の2点を強調しました。。

・個人の生命身体に対する危険、健康・保健衛生上の危険、生態系攪乱が生じないのか。

→安全弁の問題

・そもそも、このような仕組みだけでシカの数と分布を適正に縮小するという目的が達成され

るのか（特定鳥獣保護管理計画制度（平成11年導入）の失敗を逆転できるのか）。

→効果の問題
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そして、これらの問題をクリアーするためには、→計画の策定・修正から、現場における捕獲

の実施状況の監督までにかかわる「鳥獣行政担当職員」に、野生動物管理の専門的技能・知識を

持つ者の課長級に次ぐ地位のポストを置くべきであること、法律では都道府県が条令でそのよう

な職員を置くことができる旨を明記し、国が財政的に支援を行っていくことによってそれを実現

すべきだと主張しました。

これまでの二百数十万頭に加え、さらに何百万頭のシカを殺し、その死体を山野に放置するよう

なことを無駄に繰り返してはならない。人と野生動物との共存が可能な状態へのシカ個体群の誘

導には、もはや失敗は許されないことを強調しました。

・そのほかにも、希少鳥獣保護計画、同管理計画の制度の新設もあり、それらについても広く意

見を述べています。

JTEF 3 つの保護基金のメッセンジャーとなる動物たちの製作

野生を感じさせるトラ、アフリカゾウ、イリオモテヤマネコが、Kinuu アートを展開する衣田

雅幸の手で製作されました。素材はそれぞれの故郷の布を使用しており（トラ：インドの綿、ゾ

ウ：ケニアの綿、ヤマネコ：西表島の芭蕉布などで織られた布をマングローブ染めしたもの）、人

と野生動物との共存というメッセージも込めました。これから、様々なイベントに登場していき

ます。

チャリティー・イベント

人件費を除く決算額（予算額）：1,726,534 円（200,000 円）

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、多様なイベントを行ない、JTEF への寄付を募る。

【概要】

・実行委員会主催のチャリティー絵画展に協力（JTEF 賛同者の画家に出展依頼）

・チャリティー・パーティーの開催

・チャリティー・コンサートの開催

活動実績
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2013.12.12(木)～17(火)チャリティー絵画展（東京 INOAC銀座並木通りギャラリー）

出展画家 37 名 寄附 218,799 円

小林裕児「トラとすれちがう奇術師」

2014.5.30 JTEF チャリティー・パーティー (ビヤステーション恵比寿）

出席者 52 名、寄附 87,000 円

上野動物園土居園長も駆けつけてくださり、アンジェラさんのダンスも楽しく、大盛会でした。

・2014 年 6 月 16 日開催座談会を実施。

調査研究

人件費を除く決算額（予算額）：9,000 円（100,000 円）

調査研究
直轄事業

【目的】

世界と日本の野生生物保全の動向と、そのあり方について検討する。

【概要】

座談会を開催して専門家の間で議論し、その内容をホームページ等で公開する。年次報告の

際、内外の資料から動向の概要をまとめコメントを加える。

活動実績
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・各年次報告書 2 月 28 日発行

・各通信 6 月 30 日、10 月 31 日

・ホームページ随時更新

・メールマガジン・・・2 カ月に１度配信（2013 年 12 月、2014 年 2 月、4 月）

・facebook、Twitter 随時発信

・イリオモテヤマネコ保護基金リーフレット小改訂

会報発行

人件費除く決算額（予算額）：619,187 円（1,000,000 円）

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

＊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。


