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住民の視点からみた野生復帰の意義と役割
―コウノトリとトキの野生復帰を通じて―
Significance and role in the re-introduction from the
viewpoint of local people
‒From the case studies of Oriental White Stork and Japanese Crested Ibis
How are people thinking about the Japanese Crested Ibis (Nipponia nippon) Release done
on 25th September 2008? I did the questionnaires twice in Sado City, Niigata Prefecture by
mail on August 2008(before the Release) and January 2009(after the Release). 1,000 people
was randomly selected ranging in age from 20 to 79. I finally got 567 responses in the 1st
questionnaire and 591 responses in the 2nd.
I found many people have appreciated the Release and its biggest reason is they have been
previously indigeneous to the area, though the percentage of people there who have seen the
wild Japanese Crested Ibis is a few.
The approval of the release, the wish of Japanese Crested Ibis s living in Sado city, and
the awareness in the daily life were higher after the release compared to before. The
proportion of people increased who treated Japanese Crested Ibis as the Local Symbol, and
ones decreased who saw the bird harmful to the agriculture.
Comparing the post-release data for the released white storks (Ciconia boyciana ), both of the
releases were appreciated and those reasons were the same The birds are indigeneous here .
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These comparisons suggested the fact that the birds originally inhabited both locations
allowed people to let these return to the wild.
はじめに
2008年9月25日に新潟県佐渡市において、10羽のトキ（Nipponia nippon ）が放鳥され、野生復帰
が開始された（2009年9月にも第2回目の放鳥が佐渡市内で実施された）
。トキは、江戸時代（ここで
は1730年代）
の時点では、東北日本を中心に各地で生息していたことが安田健（1987）の調査から明
らかになっている。明治時代に入り、乱獲の影響で急激に数が減少し、大正時代には絶滅したと
思われていた
（1925年
『新潟県天産誌』
に
「濫獲ノ為メダイサギ等ト共ニ其跡ヲ絶テリ」
（p.360）と記さ
れている）。生息数の減少には、明治時代に入り狩猟の対象となったこと（害鳥視による駆除を目的
としたものや、朱鷺色の羽が狙われたこともある）、戦後の農薬使用による餌生物の減少、また、カ
ラスやテンなどの天敵による被害が考えられている。
その後、1930年頃に能登半島と佐渡島で生息が確認され、保護運動も行なわれたが、減少を阻
止することができず、1981年に、野生下で最後まで生息していた5羽のトキ全てが佐渡島で捕獲され、
飼育下におかれた。これにより、日本において野生下でのトキの生息はなくなり、野生下での絶滅
となった。一方で、中国産のトキによる繁殖は成功した。1999年1月には2羽の中国産のトキが贈ら
れ、そのペアから同年5月にはヒナが誕生した。その後、ヒナが毎年順調に誕生し、2006年には
飼育数が100羽を超えるまでになった。
野生復帰の計画は、順調な個体数増加の背景の下、2003年3月の時点で、環境省が「2015年頃
に小佐渡東部に60羽のトキを定着させる」という目標を設定したことに端を発する。2005年2月には
環境省によって野生復帰のための訓練施設建設が着手、2007年7月から野生復帰訓練が開始され
た。そして、2008年9月の放鳥を迎えた。2008年12月に1羽が佐渡市内で死亡したが、2009年5月6
日現在、8羽
（5羽が佐渡市内、3羽が本州）の生息が確認されている。今回トキが放鳥された一帯は、
水田地帯であり、農業従事者だけではなく多様な住民が居住する生活空間内である。このような環
境下で行なわれるのは、2005年9月から兵庫県豊岡市で実施されているコウノトリの野生復帰に準
じるものであるといえる。
野生復帰とは、野生下で絶滅した生物を飼育下で増殖させ、再び生息地に放すことである。これ
まで世界中で行なわれているが、日本では2005年9月に兵庫県豊岡市で行われたコウノトリ
（Ciconia

boyciana ）の野生復帰が初めてとなる。野生復帰は、放された生物の定着・繁殖が難しく成功率が
低く、人の生活空間での実施は地域住民との軋轢が障害になると考えられ、これまで避けられてき
た。しかし、日本国内において人の生活空間から距離を置ける空間は少なく、国内における野生復
帰事業が人の生活空間内で行なわれる可能性は極めて高い。コウノトリの野生復帰は、そのような
事情を背景に実施された住民との
「共生型」
野生復帰を目指す先進的事例である。
コウノトリの野生復帰に続き、トキもコウノトリと同じく「共生型」の野生復帰が求められている。
コウノトリの野生復帰事業が県行政主導であるのと比べ、トキは「絶滅した鳥」としての認知度が国
内で高く、環境省主導であり、国家プロジェクトという性格が強い。著者はこれまでコウノトリの野
生復帰について調査研究を行ない、住民、特に農業従事者の中には被害などの懸念もあるが、
「希
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少な鳥」と捉えるのではなく、
「地域の鳥」として受け入れ、地域活性・農業振興に活用するなど、野
生復帰を肯定的に評価していることを明らかにし（本田、2008）
、コウノトリのような「共生型」野生
復帰には住民の理解・協力が不可欠であると考えている。
「共生型」
が求められるトキの野生復帰に
おいても、その定着・繁殖には、佐渡市の住民の理解・協力が不可欠であり、住民の視点を取り
入れていく必要があると考える。
そこで、本研究では、住民によるトキの野生復帰の評価を、これまで行なってきたコウノトリの野
生復帰に関する調査と比較しつつ、住民の理解・協力の得られる
「共生型」
野生復帰を構築するうえ
で必要となる住民への普及啓発の課題を抽出することを目的とする。
本研究の意義と独自性
野生復帰に関する研究は、放された生物の追跡など自然科学の分野を中心に行なわれてきた（例
えば（松本・小田、2001））
。社会科学の分野では、菊地（2006）
がかつての生息当時のコウノトリと
住民との間に、共生といえる関係が存在したことを明らかにした。調査者自身、野生復帰を通じた
コウノトリと住民との関係を対象に調査研究を行なってきた。住民、特に農業従事者の中には被害
などの懸念もあるが、
「希少な鳥」と捉えるのではなく、地域活性・農業振興などの「地域の鳥（資
源）
」として活用することで、野生復帰を肯定的に評価していた。トキの野生復帰においてもトキが
「地域の鳥」として肯定的に評価されることが必要と考えている。
本研究では、トキの野生復帰を地域住民がどのように評価しているのかについて、今後の変化を
追う意味でも欠かせない、放鳥直前・放鳥直後のデータ収集を目的とする。調査者はすでにコウノ
トリにおいて同様の調査を実施しているため、放鳥直後における比較を通じ、両者を併せた上での、
住民の理解・協力の得られる
「共生型」
野生復帰の課題抽出が期待できる。
方

法

本研究で主となるアンケート調査にあたり、2008年3月、6月に新潟県佐渡市で現地調査を行ない、
環境省佐渡自然保護官事務所や佐渡市などの行政関係者や放鳥が予定されている場所の集落の住
民など関係者に聞き取り調査を行ない、アンケート調査の質問項目を作成した（アンケート調査のた
めに2008年7月、9月にも佐渡市に行った）
。また、コウノトリの事例と比較するために、2008年8月
に再度、兵庫県豊岡市で関係者への聞き取り調査を行なった。
アンケート調査は、2008年8月と2009年1月に郵送方式により実施した。佐渡市選挙管理委員会
のご協力をうけ、2008年6月現在で佐渡市全域に居住する20歳から79歳の男女の中から1,000人を
それぞれ選挙人名簿から無作為抽出した。回収率は、放鳥前が56.7%、放鳥後が回収率59.1%で
あった。質問数は枝問を含め、放鳥前が全40問、放鳥後が全52問となる。なお、コウノトリの事
例で実施したアンケート調査は最初の放鳥後2006年1月に同じく郵送方式により実施した。豊岡市
のご協力をうけ、2005年12月現在、豊岡市全域に居住する20歳から79歳の男女1,000人を住民基本
台帳から無作為抽出した。回収率は59.4%であった。質問数は枝問を含め全53問である。
放鳥前後に実施したアンケート調査の質問項目については表1の通りである。
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表1 アンケート票の構成

なお、アンケート調査の比較にあたっては、カイ二乗検定と比率の差の検定を用いた。
結

果

回答者の属性
（年代）
は表2の通りである。放鳥前後でともに2008年の新潟県調査による佐渡市の
人口の構成とは異なる結果となった。20歳代・30歳代の割合が少ないことがわかる。一方、放鳥後
と豊岡での調査結果との比較では、豊岡の回答者の40歳代の割合が高く、放鳥後の回答者の60歳
代・70歳代の割合が高いことがわかる。
居住地は2004年に10市町村が合併し、佐渡市となっているため、旧市町村別での集計を行なっ
た
（表3）
。放鳥前後でともに国勢調査の構成とは異なる結果となった。放鳥前では旧相川町で少なく、
放鳥後では旧羽茂町で多くなった。

表2 年代
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表3

居住地：国勢調査
（2000年）
との比較

放鳥の賛否では賛成の割合、中でも「どちらかといえば賛成」
の割合が増加した（表4、有意水準
1%）
。賛成の理由は、表5に整理したが、放鳥前後でともに「もともと野生の鳥だから」が最も多く選
ばれ、
「観光客が増えるから」とともに増加傾向にあった
（有意水準10%）。一方で、
「環境にとってい
いことだから」が減少した
（有意水準5%）
。放鳥後と豊岡の調査との比較では、放鳥の賛否に関して
統計的な有意差は見られなかった。そして、放鳥賛成の理由では質問項目が異なるため単純な比較
はできないが、どちらも
「もともと野生の鳥だから」が最も多く選ばれていた。
表4 放鳥の賛否
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表5

放鳥賛成の理由
（複数回答）

放鳥による心配の有無（表6）は、放鳥前後では有意差は見られなかったが、放鳥後と豊岡との比
較では有意差が見られ
（有意水準1%）
、トキの方が「心配する」
割合が高かった。
心配内容（表7）は、
「農業面での心配」
（有意水準5%）が減少、
「日常生活においてトキに気を遣
う」
（有意水準10%）が減少傾向の一方で、
「野生に帰すことが成功するかどうか」が増えた（有意水
準1%）
。放鳥後と豊岡との比較は、質問項目が異なるため単純な比較はできないが、コウノトリの方
が「野生に帰すことが成功するか」が低く、
「農業面での心配」が高くなった。

表6 放鳥による心配の有無
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表7

心配の理由
（複数回答）

放鳥トキの目撃経験は、回答者の21%（回答者数572人）であり必ずしも多くはない。しかし、暮
らしの中でトキを意識するかについては有意差が見られ（有意水準1%）
、
「常に意識している」が増加
した（表8）
。放鳥後の結果では、意識する時は「新聞テレビ報道」が最も多く、
「悪天候（大雪や雨）
」
「車の運転時」も目立った
（自由回答）。放鳥後と豊岡との比較では、有意差が見られ
（有意水準1%）
、
トキの方が「常に意識している」割合が高いことがわかる。
表8 暮らしの中での意識

放鳥されたトキが佐渡に「生息してほしい」とする回答の割合は、放鳥後でその割合が増加してい
た
（有意水準5%）
。放鳥後と豊岡との比較では変わりがなかった
（表9）
。
生息希望の理由
（表10）は、放鳥前後でともに
「もともとトキが生息していたから」が最も多く選ばれ
ていたが、統計的に有意差が見られ、
「自然環境が豊かであることを示すから」
（有意水準10%）が
減少傾向であった。放鳥後と豊岡との比較では、有意差が見られ
（有意水準1%）
、トキの方が「もと
もと〜が生息していたから」「経済効果を生み出すから」が高く、コウノトリの方が「自然環境が豊か
であることを示すから」「地域の誇り／象徴／シンボルとなるから」が高いことがわかった。
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表9

放鳥されたトキの佐渡での生息希望

表10

生息希望の理由
（単一回答）

放鳥への期待の有無に関しては、放鳥前後で変わりがなかったが、回答者の約8割が放鳥に対し
て期待をしていた（表11）。期待する内容（表12）は、
「農作物の付加価値化による活性化」が増加傾
向にあった
（有意水準10%）一方で、
「自然環境の復元」が減少した
（有意水準5%）
。
表11

放鳥に期待する有無
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表12

放鳥に期待する内容
（単一回答）

トキの捉え方（表13）は、放鳥前後でともに「地域の誇り／象徴／シンボル」が最も多く選ばれ、放
鳥で増加した傾向にあり（有意水準10%）、
「農作物に付加価値を与えるもの」「世話のかかるもの/
面倒なもの」
（有意水準10%）は減少傾向にあった。放鳥後と豊岡との比較では、質問項目が異なる
ため単純な比較はできないが、コウノトリの方が、
「地域の誇り／象徴／シンボル」や「豊かな環境の
象徴やバロメータ」
とする捉え方が高いことがわかった。
表13

回答者にとっての
「トキ」の位置づけ
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事故や救護など、放鳥トキに対しての責任主体には、放鳥前後でともに「国（行政）」が最も多く選
ばれていたが（表14）、放鳥を経て割合は減少した（有意水準5%）
。
「佐渡市（行政）」「佐渡市民全
体」
（有意 水 準1%）、
「周辺の住 民」
（有意 水 準5%）が減 少した一方、
「誰も担わなくていい」
「環
境省佐渡自然保護官事務所」
（有意水準1%）、
「国民全体」
（有意水準5%）が増加した。放鳥後と
豊岡との比較では、コウノトリの方が豊岡市・兵庫県に関連した回答の割合が高く、トキは環境省、
コウノトリは兵庫県
（豊岡市も保護活動を行なう）
が管理主体であるためか、トキは
「国の鳥」、コウノ
トリは
「県・市の鳥」という認識を反映している結果となった。
表14

放鳥トキの責任主体

まとめ
アンケート調査から、トキ放鳥に対して概ね肯定的な認識を抱いていた。比較では、放鳥賛成や
佐渡での生息希望、暮らしの中でのトキへの意識において増加していることがわかった。トキに対
しては「地域の誇り／象徴／シンボル」という捉え方が増加した。農業面での心配の割合や「気を遣
う」
、
「面倒なもの」という認識も減少した。その一方で、放鳥前後を通じて、
「環境にいい」
「豊かな
自然環境のバロメータ」
「自然環境の復元」という認識が減少していた。放鳥前に漠然と抱いていた
「環境にいい」というイメージが、放鳥が始まり、実際には放鳥されたトキ1羽が死亡したこと、餌場
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不足が問題視され、佐渡に居住する回答者に「環境にいい」と実感しづらくなっているのではないか
と考えられる。そして、責任主体に関しては、環境省自然保護官事務所と国民全体や
「誰も担わなく
ていい」が増加した。責任主体が、佐渡市に関する主体（行政、市民全体、周辺住民）の割合全て
が減少していることは特徴的であるが、
「誰も担わなくていい」が放鳥を経て増加した背景には、放
鳥されたトキを、基本的には責任主体の存在しない「野生生物」として捉える傾向にあるのではない
か、と考えられる。
コウノトリとの比較から、トキの方が観光客、経済効果や農作物の付加価値と関連づけて肯定的
に捉え、コウノトリが環境と関連づけて肯定的に捉えているのと対照的であることが見出せた。た
だ、両事例ともに、多くの回答者が、放鳥賛成の理由として
「もともと野生の鳥」という理由を選択し
ていたことがわかった。これは、
「野生」
だったという事実が、飼育下を経て放されることに抵抗感・
違和感を感じなくさせているのではないだろうか、と考えられた。
「共生型」の野生復帰といっても、放される生物、放される地域の社会的要因が異なるために、
事例ごとに、住民が野生復帰を肯定的に捉える際に、自然環境、観光客や経済効果と関連づける
ものが異なるにせよ、
「野生である・野生であった」という認識が重要であることが示唆できた。これ
には、私たち人間の野生観が時代ごとに変遷していることもあるので、野生観について今後、考察
を深めていくことが、
「共生型」
の野生復帰が成功していくうえで、必要といえる。
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・本田裕子
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『野生復帰されるコウノトリとの共生を考える−
「強いられた共生」から
「地域のも
の」
へ』
原人舎。
・菊地直樹
（2006）
『蘇るコウノトリ』東京大学出版会。
・松本晶子・ 小田亮
（2001）
「チンパンジーは野生復帰できるか」
『エコソフィア』7：77−86。
・中村正雄編
（1925）：
『新潟県天産誌』
中野財團
（新潟）
。
・安田健
（1987）：
『江戸諸国産物帳 丹羽正伯の人と仕事』
晶文社。
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