
平成30年度 トキガイド養成講座

トキの野生復帰の取組について

環境省 佐渡自然保護官事務所 佐藤知生

平成31年１月22日

本日の内容
○トキの野生復帰概要
○トキの特徴
○野生復帰の仕組み
・放鳥
・モニタリング
○トキと社会

配布資料
○スライド資料
○トキ識別表（野生下のトキを見分けるための足環の一覧表）
○トキかわら版1月号（毎月のトキの動きをまとめた月報）
○トキかわや版（トキ野生復帰を簡単にまとめた記念号）
○トキのすがた（トキ野生復帰、野生下のトキのパンフレット）
○トキのみかた（トキ観察ルールのリーフレット）
○トキのみかたマグネットステッカー
（観察ルールにご協力いただける方に配布しているグッズ）

分類 ペリカン目トキ科

学名 Nipponia nippon
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
・特別天然記念物
・国内希少野生動植物種
・国際保護鳥

トキ
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※個体数は各年末の個体数

トキの歴史・取組経過
江戸時代 日本のほぼ全域に生息
明治時代 乱獲により激減し、減少が続く
大正以降 絶滅の危機。生息環境、一層の悪化
１９６７年 佐渡トキ保護センター完成、人工飼育開始
１９８１年 最後の５羽を全て捕獲（佐渡島）→野生絶滅

人工繁殖に本格着手（中国の協力）→成功せず
１９９９年 中国よりトキ１つがい贈呈（友友ﾖｳﾖｳ、洋洋ﾔﾝﾔﾝ）

初の人工繁殖成功（優優ﾕｳﾕｳ）
２０００年 中国よりトキ１羽提供（美美ﾒｲﾒｲ）
２００７年 中国よりトキ２羽提供（華陽ﾎﾜﾔﾝ、溢水ｲｰｼｭｲ）
２００８年 佐渡で野生復帰（放鳥）開始
２０１２年 野生下で初めてヒナ誕生
２０１８年 10周年記念式典,中国よりトキ２羽提供（楼楼、関関）

ﾛｳﾛｳ ｸﾞﾜﾝｸﾞﾜﾝ

目的：トキの生息地であった佐渡島において、トキの生息に適
した環境を整えたうえで再導入を図り、自然状態で安定的に存
続できるようにする。

◇トキ保護増殖計画

◇トキ野生復帰ロードマップ2020

目標：2020年頃に佐渡島内に220羽のトキを定着させる

※定着の考え方

①220羽以上の個体が野生下で1年以上生存している

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

トキ野生復帰事業

2018年6月に２年前倒しで
220羽目標達成！
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• 日本を象徴する鳥 Nipponia nippon
• 日本人にとって身近な鳥（人里の鳥）
• 約100年におよぶ保護活動の歴史
• キンちゃんの存在
• 保護を巡る数々のドラマ
• 人間活動によって絶滅したという後悔
• 佐渡島民の深い理解と大きな協力
• 日本最初の保護増殖計画
• 中国との関係
• 佐渡、新潟のシンボル
• 人々の心をひきつける魅力（とき色）
• 自然保護に対する国民の関心
• マスコミの注目度の高さ

など 5最後の日本産トキ キン（新潟県トキ保護センター）

特別な鳥 トキ

トキを豊かな自然の象徴（シンボル）として、
自然環境全体の保全・再生を図る

◆里山 SATOYAMA ◆生物多様性 Biodiversity

トキの野生復帰の意義・目的



★採餌の特徴
くちばしの感覚によって、
水や泥の中から目では見えないエサを見つけ出す

→水深の浅い水辺

トキの生活・特徴

日中＜採餌＞
浅い水辺：
水田、ビオトープ、休耕田

夜＜休息＞
ねぐら：屋敷林、社寺林

夜明けとともにねぐら出 夕方ねぐら入り

人
里

エサ(動物性の生きもの)
ドジョウ・カエル・ミミズ・ザリガニ
・昆虫(バッタ)・貝類(タニシ)
など

飼育 訓練 放鳥 モニタリング
調査研究

トキの野生復帰の仕組み

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

営巣木への樹幹注入

飼育

訓練

放鳥

環境教育

地域住民との座談会

トキとの共生ルール

モニタリング

データの分析



佐渡トキ保護センター
95羽

野生復帰ステーション
43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
10羽

長岡市トキ分散飼育センター
11羽いしかわ動物園

10羽

多摩動物公園
8羽

飼育個体数 179羽

トキ飼育地・飼育下個体数
2019.1

公開

公開

公開

試験公開

放鳥
• 2008年から開始 延べ19回、放鳥数327羽

＜順化訓練＞
• 放鳥候補個体は順化ケージにて訓練（約３ヶ月間）
• 訓練内容：飛翔、採餌、群れ形成、人慣れ

＜放鳥時期＞
• 年２回 各回20羽弱（年間約40羽弱）
• 春放鳥：６月上旬（訓練３月～６月）
• 秋放鳥：９月下旬（訓練６月～９月）

＜放鳥方式＞
• ソフトリリース：ケージの扉を開け、トキが自然に飛び立つのを待つ（第2～18回）
• ハードリリース：トキを放鳥箱に入れ、蓋を開けて放鳥（第1回、第19回）

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
など、質的なものへと転換し始めているところ。市民の参画も検討。



モニタリングの目的

トキの野生復帰の取組を評価するため

• 生存状況、個体群動態、行動圏の把握

• 巣立ち率、繁殖失敗要因等の把握

• トキの社会構造の解明

• トキの生息に好適な環境の解明
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モニタリングチーム（環境省・新潟大・自然研・鳥獣保護員・ボランティア）

足環の判別による生存状況確認、行動圏把握、ねぐら出カウント

営巣状況の追跡、ヒナを捕獲して足環装着・計測等

トキのモニタリング

緑:2ケタ台

野生生まれトキ：
黄 アルファベットから始まる番号

放鳥トキ：番号のみ

識別表
観察されている地域ごとにグループ分け

白：100番台 赤：200番台 No.278～
3ケタ表示

左：ナンバーリング 右：カラーリング

生年、性別

新規放鳥トキ：羽にアニマルマーカー



野生下生まれトキ
182羽

野生下のトキの個体数

推定※ 353羽 2019.1

放鳥トキ
171羽

足環なし個体
推定※84羽

足環装着個体
98羽

飼育下で誕生し、順化訓練を経て
野生下に放鳥されたトキ

ヒナを捕獲し、足環を
装着(性別・年齢等、
個体の追跡が可能)

個体の特定ができない
ので、推定数を算出

トキの繁殖期カレンダー

つがい形成
営巣

（枝はこび） 産卵・抱卵 ふ化・育雛 巣立ち

3月 ４月 ５月 ６月

約28日間 約40日間

トキのヒナの成長のようす

13日ふ化後10日 1５日 1８日 ２５日

育雛期間約40日間

トキの繁殖期カレンダー



ペアになりそうな個体、 繁殖行動 を観察

枝や草など巣材を運ぶ様子や目撃情報から営巣場所を探す

トキに影響がないよう観察できる場所を見つけ、定期的に
繁殖状況を確認（抱卵、ふ化、ヒナ数、巣立ち数など）

環境省佐渡自然保護官事務
所

トキのモニタリング（繁殖期）

相互羽づくろい枝渡し 擬交尾

枝運び

足環装着
計30羽程度の野生下生まれのトキのヒナに足環を装着
野生下トキの生息数を推定、生存率などモニタリング

対象
18日～
24日齢
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NR (No Ring)
足環のないトキの個体数推定

観察したトキ
足環あり３羽
足環なし1羽

佐渡島内（推定）
足環あり30羽
足環なし10羽

「標識再観察法」によって個体数を推定

推定



成鳥：赤い顔 幼鳥：
オレンジ色の顔
灰色の虹彩
（クリクリした目）

成鳥：鮮やかな
とき色の羽

幼鳥：薄いとき色
灰色がかった白

幼鳥：翼の外側に
黒い幼羽

幼鳥の見分け方（6月～12月頃まで）

これまでの繁殖結果

営巣 ふ化 巣立ち

ペア数 ペア数 ヒナ数 ペア数 ヒナ数

2012年 18 3 8 3 8
2013年 24 5 14 2 4
2014年 35 14 36 11 31
2015年 38 12 21 8 16
2016年 53 25 53 19 40
2017年 65 36 92 31 77
2018年 77 32 67 27 60



野生下のトキ個体数の推移
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トキの羽を見つけたら･･･

①拾う ②売る ③タダであげる

トキは種の保存法※で国内希少野生動植物種に指定されており、個体の捕獲や譲
渡し等が禁止されています。
※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（種の保存法）
第十二条（譲渡し等の禁止）希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲
受け又は引渡し若しくは引取り（以下「譲渡し等」という。）をしてはならない。
違反した場合の罰則
（個人） 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科
（法人） 1億円以下の罰金



トキと社会

「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度
放鳥を機にスタート、トキのエサ場と生物多様性創出に絶大な効果、
ブランド米としての経済効果
世界農業遺産に日本で初めて認定
トキと共生する佐渡の里山

一方、稲踏み被害という課題も
トキと暮らす島 生物多様性佐渡戦略
佐渡市民の『生物多様性』の認知度：78.4%（全国：46.4%）
トキ観光
トキの森公園、トキガイド
「トキのみかた」観察ルール
野生トキ観察スポット「トキのみかた停留所」「トキのテラス:仮」
新潟県トキ保護募金、佐渡市トキ環境整備基金
企業ＣＳＲ活動
環境教育の題材に
新潟・佐渡のシンボルとしてトキの活用

トキは二次的自然に生息する生物
地域振興なしにはトキの存続は保証されない
（高齢化・人口減少→生息環境の減少）

ペア形成 営巣・産卵 孵化・巣立ち

群れ形成

トキの1年・人間生活に密接したエサ場

１月 ６月 １２月３月 ９月

繁殖期

〈エサ場の変化〉

積雪期 田植え前後 稲の生育期 稲刈り後

羽色
変化
(1月～
3月)

換羽
(8月～
10月)



野生トキの生息エリア
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トキの森公園
両津港から車で約20分

公園内に２施設
・「トキ資料展示館」
・「トキふれあいプラザ」

協力金
大人400円 小人100円
⇒佐渡市トキ環境整備基金へ

佐渡市「トキのたより」HPより
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トキについて佐渡の懸念（トキ観察ツアー）

トキへの影響

地域社会への影響

増えてきていても
再び絶滅の危機？

地域とのあつれき

エサを取れない
巣の放棄 など
トキの行動を妨げるおそれ

トキの追い回し
ねぐらへの立入

路上駐車
私有地・農地への立入
共生ルールを守ってきたのに･･･

トキにも地域にも影響がないルール
適切なガイダンス

トキ、佐渡の味方(ファン)増加
地域振興、環境整備につながる

持続可能な利用･発展



野生トキ観察スポット
トキのみかた停留所 野生トキ観察・展望施設

（トキのテラス:仮）（トキ交流会館）

トキガイド必見！トキ最新情報！
●放鳥トキ情報
http://blog.goo.ne.jp/tokimaster
・野生下のトキの最新情報、写真
・野生下のトキ個体数
・トキかわら版（トキの動きをまとめた月報）

●環境省佐渡自然保護官事務所ツイッター
https://twitter.com/kankyoshosado01
・｢佐渡の車窓から｣と題した日々の写真連載

●環境省_トキ情報
http://www.env.go.jp/nature/toki/
・トキ保護の取組経過
・トキ野生復帰検討会資料
※環境省本省で管理

●佐渡トキ保護センター
http://tokihogocenter.ec-net.jp/
・飼育下のトキの最新情報
・国内で飼育中のトキ個体数

＜佐渡市関係＞
●トキのたより
http://tokinotayori.com/
・トキの森公園公式WEBサイト
・飼育日誌

●佐渡トキファンクラブ
http://toki-sado.jp/fanclub/
・トキに関連した情報
・イベント情報

環境省 佐渡自然保護官
事務所で管理



目撃情報が必要です！
特に①営巣場所の情報、②珍しい場所での目撃情報、③傷病トキの情報を求めています。

ほしい情報①営巣場所の情報
繁殖期（2月～6月）に
●同じ林に出入りしている
●いつも林内が騒がしい（特に、朝・夕）
●枝や草を運んでいる
→営巣場所の特定につながります。
あなたの回りでヒナ誕生も！？

ほしい情報②珍しい場所での目撃情報
●いつもは見かけない場所でトキを見た
●特に、大佐渡（外海府・内海府）
小佐渡（前浜、小木・赤泊）周辺

→トキ増加に伴う動きが確認できます。
把握できていない群れかも？

珍しいのは
灰色の地域

トキ目撃情報

電話で ☎0120-980-551
インターネットで トキ目撃情報

ほしい情報③傷病トキの情報
ケガをしている、弱っているなど、動けないトキを見かけた場合
（トキの死体を発見した場合も） 緊急連絡先：090-2324-4019

情報をお待ちして
います！

トキ出現頻度マップ

目撃した日時、具体的
な場所、トキの様子、
をお知らせください！


