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１．野生復帰とは



トキ

 分類 ペリカン目トキ科

 学名 Nipponia nippon
 英名 Crested Ibis
 大きさ

全長 約75cm
翼開長 約140cm
体重 約1.6～2.0kg

 レッドリストカテゴリー
日本 野生絶滅
IUCN 絶滅危惧ⅠＢ類

 指定
・天然記念物(1934)
・特別天然記念物(1952)
・国際保護鳥(1960)
・国内希少野生動植物種(1993)



過去の生息域

現在の生息地

中国

陝西省

佐渡

モンゴル

河南省

ロシア

北朝鮮

韓国

日本

世界のトキ

台湾

浙江省

昌寧郡

放鳥予定地

19世紀まで台湾からロシア東部にか
けての広い地域に生息。ミトコンドリア
DNAの分析より各地の遺伝的交流が
確認されている。20世紀中に、ロシア，
韓国，台湾の個体群が絶滅し、国際
的にも絶滅のおそれの高い鳥の一種
となっている。

国 中国 日本 韓国

飼育下 700≧ 180 300≧

野生下 1800≧ 291 -

合計 2500≧ 471 300≧

世界のトキ個体数 *中国・韓国は概数



＜～江戸時代＞

“普通種”として全国各地に分布

＜明治＞ ※直接的な要因

狩猟により激減→保護鳥

＜大正～昭和初期＞

一時絶滅したと思われた（昭和初期に100羽程度）

＜戦後～＞ ※複合的な要因

20～30羽程度→特別天然記念物、国際保護鳥

農地・河川整備、近代農法（農薬・化学肥料、中干）、

棚田・里山林の放棄等によるエサ場、ねぐらの減少

→日本のトキは1981年に野生絶滅、2003年に絶滅

トキの絶滅要因



日本におけるトキ保全に係る制度・法律

□ 環境省レッドリスト

□ 文化財保護法

□ 種の保存法

・・ 野生絶滅種 [EW]

・・ 特別天然記念物

（1952）

・・ 希少野生動植物種

（1993）



絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律（平成４年制定）

◎「レッドリスト」の作成 3690種・亜種
（「レッドデータブック」の作成）

国内希少野生動植物種 208種・亜種

特定種事業の監視

譲り渡し等の禁止 ・ 輸出入の禁止

捕 獲 等 の 禁 止
個体・器官等

の取扱規制

生息地等保護区 ９地区指定（約８８５ha）
○環境大臣指定
○地方環境事務所が保護管理

保護増殖事業計画 63種・亜種で50計画策定
○環境省+関係省庁が策定（告示）
○関係省庁により保護増殖事業を実施

種

の

保

存

法

生息地の保護
に関する規制

保護増殖事業
の実施
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保護増殖事業

・国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進

・その生息地又は生育地の整備

・その他国内希少野生動植物種の保存を図るための事業

１．保護増殖事業計画（法第45条）
・現在、イリオモテヤマネコ、トキ、レブンアツモリソウ等
63種について50計画が策定されている。

・環境大臣の他、関係省庁と共同策定できる。

２．確認・認定事業（法第46条）

・国の他、地方公共団体及びその他の者も、種の保

存法に基づき、環境大臣の確認又は認定を受けて、

保護増殖事業を実施することができる。

種の保存法



生息域内保全と生息域外保全

→それを補うものとして

絶滅危惧種を守る手法として

車の両輪のように進めていくことが重要

→まずは

・多くの時間がかかってしまう。
・生息域内保全を行っている間に、絶滅してしまうかも・・・

生息域内保全

捕獲・開発等の禁止
生息環境の改善

生息域外の安全な施設（動物園、水族館等）に保護する

生息域外保全

○保険としての種の保存（万一への備え。必要に応じて野生復帰させる。）

○科学的知見の集積（生息域内では得られない知見もある。）

○緊急避難（自然災害や外来種の侵入等からの一時的避難など）

生息域外保全の目的



『 生息域外におかれた個体を自然の生息地（生息域内）
（過去の生息地を含む）に戻し、定着させること』

野生復帰とは？

絶滅のおそれのある野生動植物の生息域外保全に関する基本方針（平成21年1月）

「絶滅のおそれのある野生動植物種の野生復帰に関する基本的な考え方（H23.3月環境省）」より



「絶滅のおそれのある野生動植物種の野生復帰に関する基本的な考え方（H23.3月環境省）」より

野生復帰実施の考え方



佐渡におけるトキ野生復帰事業の位置づけ

①百年近い歴史を有する地域主導で展開されて
きた希少種保護活動を原点とし

②わが国における希少種の野生復帰事業として
パイロット的に開始され

③近年では中国との外交も大いに関係する国家
的事業

わが国の希少種保護増殖事業のモデルであり
生物多様性保全に配慮した地域づくりのモデル
でもある特別な事業と言える。



トキ野生復帰事業に関する計画

□ 1993 トキ保護増殖事業計画

（2004） （改訂）

□ 2003 佐渡地域環境再生ビジョン

□ 2013 トキ野生復帰ロードマップ

□ 2016 トキ野生復帰ロードマップ2020



第１ 事業の目標
○佐渡トキ保護センターで飼育している国内産トキ
（当時２羽）の飼育継続及び健康状態の維持

○近縁種の飼育・繁殖を通じた繁殖技術の確立
○将来の保護増殖を見据えた生殖細胞の保存

第２ 事業の実施区域（佐渡島）

第３ 事業の内容
１ 個体の飼育
２ 近縁種による繁殖技術の開発
３ 生殖細胞等の保存
４ その他

①中国のトキ保護増殖への協力推進
②普及啓発の推進

トキ保護増殖事業計画①(1993.11策定)

国内初の保護増殖事業計画として策定

策定主体：環境省



第１ 事業の目標
○遺伝的な多様性の確保に配慮しつつ飼育下での繁殖を
進め、飼育個体群の充実を図る。

○佐渡島において本種の生息に適した環境を整えた上で
再導入を図り、自然状態での安定的な存続を目指す。

第２ 事業の区域（佐渡島および分散飼育地）

第３ 事業の内容
１ 個体の繁殖及び飼育
２ 生息環境の整備
３ 再導入の実施
４ 飼育個体の分散
５ 中国との相互協力の推進
６ その他

①生殖細胞の保存、②再導入技術の研究開発）
③普及啓発の推進、④効果的な事業の推進

トキ保護増殖事業計画② (2004. 1改定)

策定主体：環境省、農林水産省、国土交通省



環境再生ビジョン(2003年)

⇒トキとの共生のための地域社会づくり

小佐渡東部

（目標）

2015年頃に

小佐渡東部に

60羽を定着させる



目標：
2015年頃に佐渡島に
60羽を定着させる

トキ野生復帰ロードマップ
（2013年2月）

＜60羽定着の考え方＞
①60羽以上が1年以上生存して
いること

②野生下で繁殖した個体を含む
個体群が形成されていること

小佐渡東部を
含む佐渡島



目標：
トキが自然状態で安定的に存続できるように

2020年頃に佐渡島に220羽を定着させる

トキ野生復帰ロードマップ2020
（2016年3月）

佐渡島全域



トキを再び日本の自然の中に取り戻す

トキが生きていける農村を守り地域の活性化を図る

野生復帰の成功例として、他の絶滅危惧種の保全に
活用する

トキの野生復帰の意義・目的

トキをシンボル・インディケーターとする
生物多様性・自然環境に配慮した

地域社会の再構築と維持・活性化の推進を図り
他地域の模範となる『佐渡モデル』の確立・普及を図る



２．トキ野生復帰までの道筋



◆1950年

新潟県によるトキ生息調査

◆1952年

特別天然記念物に指定

◆1953年

佐渡朱鷺愛護会発足

◆1960年

国際保護鳥に指定

◆1967年

新潟県トキ保護センター開所

◆1971年

環境庁発足

トキ野生復帰の道筋① ～1981
◆1975年
文化庁から環境庁へﾄｷ保護事業
移管

◆1981年
野生下のﾄｷ全5羽捕獲
→日本のトキは野生絶滅



◆1981年

キイロ・アカ死亡

◆1983年

シロ死亡

◆1985年
日中ﾄｷ保護協力基本合意
中国より華華（ホアホア）借り受け

◆1986年
アオ死亡

◆1993年
佐渡トキ保護センター設置（我が国初の野生生物保護センター）

◆1994年
トキ保護協力に関する日中間協議記録署名

トキ野生復帰の道筋② ～1999
◆1995年
ミドリ死亡→日本産ﾄｷが「ｷﾝ」1羽のみとなる

◆1999年
中国から友友（ﾖｳﾖｳ）と洋洋（ﾔﾝﾔﾝ）贈呈
国内初の人口繁殖成功優優（ﾕｳﾕｳ）誕生



◆2000年

美美（メイメイ）が中国より供与

◆2003年

佐渡地域環境再生ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定

キン死亡

→日本産トキの絶滅

◆2004年

ﾄｷ保護増殖事業計画改定

◆2005年

新潟県ﾄｷ野生復帰推進計画策定

佐渡市ﾄｷ野生復帰実行計画策定

トキ野生復帰の道筋③ ～2008
◆2007年

野生復帰ｽﾃｰｼｮﾝ開所

華陽、溢水（ﾎﾜﾔﾝ、ｲｰｼｭｲ）が中国
より供与

◆2008年

朱鷺と暮らす郷づくり認証制度開始

放鳥を開始



３．トキ野生復帰事業の現況



飼育 訓練 放鳥 モニタリング
調査研究

トキ野生復帰事業の全体像

トキの野生復帰

生息環境整備 社会環境整備

環境保全型農業

ビオトープの整備

営巣木保全

飼育・繁殖

訓練

放鳥 トキとの共生ルール

モニタリング

データの分析

市民の意識醸成

環境教育の推進



トキ野生復帰に向けた連携・協働

共生と循環の
地域社会づくり

トキの
飼育繁殖・
順化訓練・

放鳥

国

県・市

専門家

企業

集落組織

森林組合

観光協会

学校

JA

営農団体

保全団体・
NPO

地域住民

トキ野生復帰の実現

メディア



◆2010年

テンによるトキの死亡事故発生

◆2012年

野生下でのヒナ誕生

◆2013年

トキ野生復帰ロードマップ策定

◆2014年

「60羽定着」の実現

◆2016年

トキ野生復帰ロードマップ2020策定

「野生下生まれ同士のペア」から「純野生トキ」の誕生

放鳥開始後のトキ野生復帰に係る取組経過



飼育・繁殖

佐渡トキ保護センター
８１＋2３羽

野生復帰ステーション
２２＋２２羽

佐渡市トキふれあい施設
２羽

出雲市トキ分散飼育センター
6羽

長岡市トキ分散飼育センター
６羽いしかわ動物園

９＋１羽
多摩動物公園

８羽

国内計 １8０羽

（201８年１月２８日現在)



飼育繁殖の方針

• ペアは共祖係数や年齢をふまえ相性も加味して形成
• 遺伝的多様性の確保のためホアヤン・イーシュイの子や
孫を含むペアを極力形成していく

• できるだけ自然繁殖（特に自然育雛）を心掛ける
• 放鳥個体の育成の観点から年間40羽程度を育成

• ファウンダーについては一羽でも確実に育成するため
人口孵化を基本とするが可能であれば自然繁殖を試みる



メタルリングカラーリングナンバーリング

放鳥トキの個体識別
アニマルカラー

マイクロチップ

※5個体のみ装着

GPS送信器



採餌 飛翔

群れ行動 人への慣れ

期間:3ヶ月以上

順化訓練



放鳥の方針
• 2008年９月から開始、これまで計17回実施。今年10周年。

• 試行錯誤の結果、放鳥後の生存率が良い６・９月に実施。
• 各回20羽弱放鳥、年間40羽弱放鳥。

• 放鳥の目的は野生下へのトキの供給という量的なもの
から遺伝的な多様性の向上や雌雄割合を調整する
質的なものへと転換し始めているところ。

• さらに放鳥方法について、広く国民に参画頂ける方法を
今後模索していく予定。



計30羽程度の野生下生まれのトキのヒナに
足環を装着し、野生下トキの生息数を推定。

野生下トキの個体識別




