
Ⅰ．はじめに

昨今インターネットなどで多岐にわたる様々

な情報が溢れているにも関わらず，アフリカ中

央部熱帯林地域の自然環境や生物多様性に関し

ては，日本ではまだあまり知られていない．そ

れがいま危機に陥っていること，そのことに日

本人が大きく関わっている事情がある点などを

知る人は数少ない．日本人には，古来より，日

本列島における自然環境や身近な野生生物を尊

重しめでるといった習慣や伝統が根付いている

一方で，自然環境や野生生物に関して，国外で

起こっている事情については疎いのである．

このプロジェクトでは，特に日本人と関わり

の 深 い マ ル ミ ミ ゾ ウ（Loxodonta africana 

cyctotis）（象牙利用による）やヨウム（Psittacus 

erithacus）（ペットとしての需要による）など

生存危機に直面している野生生物種の保全およ

び，野生生物の生息環境である森林の保全（特

に熱帯材輸入とその利用に関して）に関する

テーマを取り扱った．これは次のような危急的

な理由のためである．現在コンゴ共和国では，

象牙・ヨウムともに現地取引価格が現在以前の

4－5倍まで高騰している中（2016年 12月現在，

現地末端価格で象牙 1 kg当たり約 20,000円；

ヨウム一羽あたり約 10,000円），国際社会が象

牙国際取引を停止し象牙国内市場をも閉鎖の方

向で進んでいるのにも関わらず，日本政府はそ

うではない；附属書Ⅰに掲載されたヨウムの国
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日本においてアフリカの自然環境や野生生物保全に関する問題はあまり認識されていないが，日本人
も深く関わっている問題が多い．本プロジェクトでは，アフリカ熱帯林の地における野生生物とその生
息環境の保全に日本人として貢献できる仕組みを探ることを目指した．講演や勉強会などを通して，ア
フリカ熱帯林に生息するマルミミゾウの象牙が日本の象牙業界で歴史的に最も好まれてきた中，特に三
味線の撥等の素材として日本の邦楽業界では不可欠である点を強調，マルミミゾウという自然遺産と邦
楽やそれと関わる伝統芸能など日本の文化遺産とのバランスを問い続けた．解決策の一つとして，マル
ミミゾウの象牙と同じ性質を持つ新素材の開発に至った経緯や現況も伝えた．ヨウムに関しては，日本
を含む世界中からのペット需要により生息数が激減したこと，飼育下繁殖がいまだ困難であること，新
たな管理制度が確実に施行されるまではペットとしての売買を抑制すべき旨を伝えた．同時に，ヨウム
保全を促すためのチラシも作成した上，クラウドファンディングも立ち上げ，コンゴ共和国現地で密猟
者から押収後のヨウムの野生復帰プロジェクトを推進してきた．さらに，そうした野生生物の生息環境
である森林保全の重要性についても問いかけ，フォトブック作成を通じて FSC認証制度の理解を深める
イベントも実行した．
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内取引管理がいまだ十全でない；森林産物の永

続的利用を目指すための FSC認証制度の普及

が遅れ，それを目指す企業や生産物も少なく，

消費者への流通も遅れている．

本プロジェクトでは自然環境や野生生物保全

につながる活動を具体的に指南していく戦略を

構築し教育普及を実施していった．

Ⅱ．手法

報告者は，申請団体WCSのもと一年のうち

約 8ヶ月をコンゴ共和国のヌアバレ・ンドキ国

立公園とその周辺域（図 1）現地にて，自然環

境保全技術顧問として野生生物保全に従事して

いる．残りの約 4ヶ月（主に，2017年 7月・

10月・11月，2018年 3月）は基本的には日本

に滞在し，教育普及目的として，一般向け・学

生向けなどへの講演会や勉強会を実施した．特

に動物園・水族館での講演の機会を多くした．

園館の役割として保全教育の推進が言われて久

しいが，いまだ園館側もエンターテインメント

中心であり，適切な保全教育が実施されていな

い現状にあるからである．結果的に来園館者側

にも展示されている生き物を学ぶ姿勢が生まれ

ていない（西原ほか 2006）．報告者は園館関係

者とは長年に渡る広い人脈があり，かつそれら

を統括する JAZA（日本動物園水族館協会 

Japanese Association of Zoos and Aquariums） の

生物多様性委員会とも強いつながりがあるた

め，動物園・水族館における保全教育趣旨の講

演活動の実施継続へ向けての素地はできてい

た．これまで東京近郊，東北地方，北海道など

での動物園で講演を実施してきたが，本プロ

ジェクトでは九州・中国・四国など西日本ある

いは近畿，東海・甲信越など中部日本の動物園

にも幅を広げていき，情報流布と共有の範囲を

拡大した．

一方これまで，1）マルミミゾウ由来のハー

ド材象牙への歴史的に根強い需要のある邦楽業

界（演奏者，研究者，楽器商など）及び象牙に

代替し得る新素材製作に関わる材料科学の研究

者との連携による新素材開発を目指してきてい

る，2）ヨウムの売買や管理に詳しい日本の鳥

類関係の NGOとも良好な関係を作ってきた，

3）FSC認証制度に関わる組織や日本で FSC認

証林を実践あるいは FSC認証木材を利用する

企業との関係を構築してきた，4）情報発信の

場としてのメディア，国としての方針を議論す

る場である関連省庁，そして報告者の日本での

活動のベースとなり理事を務める NPO法人ア

フリカ日本協議会との関係も強化してきた．必

要に応じて，関係民間組織との対話や関連省庁

との会合なども行なった．

報告者によるアフリカでの活動資金はWCS

によりカバーされるが，本プロジェクトでは，
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図 1　コンゴ共和国およびヌアバレ・ンドキ国立公園とその

周辺部（c）現代書館



プロジェクトの内容に関わる国内における交通

費や宿泊費を予算に計上した．

Ⅲ．マルミミゾウの保全

WCSの広域調査により，マルミミゾウ（図 2）

の生息数は過去 10年間で 60 %以上減少，絶

滅の危機に瀕している（Maisels et al. 2013）（図

3）．これは，象牙目的の密猟が絶えないからで

ある．ただ日本人としてこれは遠い出来事では

なく，歴史的に日本での象牙利用ではマルミミ

ゾウの象牙が「ハード材」と呼ばれ重宝されて

きた素材だったということを知らなければなら

ない．それは，印章にも，三味線の撥（図 4）

や箏の爪など邦楽器の一部にも使われてきた．

特に，邦楽の分野では優れた音へのこだわりか

ら，いまだにその素材への固執が強い（西原ほ

か 2010；西原による翻訳 2012a；Nishihara 

2012b；西原 2013；西原 2014a；西原 2014b；

西原 2015c；西原 2016b）．

本プロジェクトでの教育普及活動では，合計

12回に渡り，主にこうした事実をまず多くの

人に知らせてきた．一方で，マルミミゾウとい

う地球上の自然遺産の保護と，邦楽とそれを

ベースとする歌舞伎や浄瑠璃等の文化遺産の継

続との間に横たわる溝とバランスをどのように

すべきか，日本人一人ひとりが考えるべきこと

だと強調した．同時に，本象牙から最終象牙商

品までの透明性が欠如している，象牙製品の

ネット販売に対する厳しい管理ができていない

など，象牙管理に関わる日本国内の制度にはい

まだ不完全さがあることも説明し，その制度の

抜本的な改善がなされない限り，象牙製品の購

入は控えるべき旨は広く通達してきた．同時に

報告者は，象牙管理制度を担う環境省・経産省

との対話は継続し，その改善を強く提唱してき

ている．

その一方，報告者は，邦楽の演奏者や邦楽の
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図 2　野生のマルミミゾウの群れ（c）伊藤彩子

図 3　マルミミゾウの生息分布（c）F. Maisels et al. 緑の濃い部

分ほど糞の発見頻度が高い，つまり生息密度が高いことを示

す．

図 4　三味線の象牙製撥（c）PIXTA



楽器を制作する楽器商，邦楽・伝統芸能関係の

メディアと学者，さらに素材関係の科学者と

2014年以来連携を組み，2016年に任意団体「和

楽器の未来を創る研究会」を立ち上げ，マルミ

ミゾウの保全と邦楽演奏という文化遺産の継承

をともに可能にするために，分野を超えた議論

を通じて，象牙に代わる新素材の開発を手がけ

てきた．当面は，名古屋大学の素材科学研究室

において，実験室レベルで，マルミミゾウの象

牙と同じ「硬さ」「吸湿性」という特殊な性質

を持つ素材の開発が継続中である．2018年 3

月段階では，かなり求めるべき素材（図 5）に

近い小さなブロック（直径約 8 cm）が完成し

始めている．

今後の課題としては次の点が挙げられる．1）

楽器商との協力で，現時点で出来上がっている

素材を使って撥の先端や箏の爪を作り，プロの

演奏家に実演をしてもらいその感触を検討して

もらいつつ，さらなる新素材の品質改善を目指

す（図 6）；2）さらに大きなブロックの作成には，

大掛かりな装置や資金の必要性からしても素材

関係の企業との連携が不可欠となるため，協力

可能な企業を探していく；3）日本の伝統芸能

と関わる問題であるため文化庁に繰り返し陳情

し，文部科学省や環境省，経産省との連携で，

新素材開発を国家プロジェクトとして立ち上げ

るよう継続要請する；4）新素材の流通を広め

ていくため，マルミミゾウの象牙がバイオリン

やピアノの鍵盤など楽器の一部に使われてきた

洋楽器部門や，素材としての汎用も可能な印章

業界にも働きかけていく；5）こうした事情を

さらに多くの人に広めていくために，教育普及

の機会を増やしていくなどがあげられる．

Ⅳ．ヨウムの保全

アフリカ中央部熱帯林地域に生息するヨウム

（図 7）は，日本を含むヨウムのペットとして

の国際的需要の高まりにより，近年大掛かりな

違法捕獲と国際違法取引が蔓延してきたため，

その生息数は大幅に減少した（Maisels and 

Strindberg 2016）（図 8）．これは，現在に至る

まで飼育下繁殖の手法が完全に成功していない

ため，ペット需要に見合うだけの数を賄えてこ

なかったためである．また，野生のヨウムの捕

獲後は致死率が高く，これもヨウム生息数に大

きなダメージを与えてきた（西原 2016c；西原

2017a）．

ヨウム生息国の中で生息数が比較的高いコン

ゴ共和国では，2011年より違法捕獲（図 9）が
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図 5　直径 8 cmの新素材（c）名古屋大学

図 6　新素材を彫る楽器商職人（c）名古屋大学



目立つようになり，そのパトロールを強化，密

猟者の摘発と捕獲ヨウムの押収を試みてきた．

押収されたヨウムは，WCSに所属する獣医の

手当のもと，可能な限り野生復帰を目指してき

た．

野生ヨウムの絶滅への危惧から，2016年の

ワシントン条約において，ヨウムは附属書Ⅰに

格上げされ，すべての野生ヨウムの国際商取引

は禁止されることになった．しかしながら，そ

れに伴いヨウムの単価は上昇し，引き続きコン

ゴ共和国現地ではヨウムの密猟が頻繁に起こっ

てきている現状である．

ヨウムのペット需要の高い日本（図 10）でも，

より多くの日本人に野生ヨウムのことを知って

もらい，その危機と保全を訴えたチラシを

15,000 部作った．日本動物園水族館協会の奨励

で，毎年 6月 15日前後に「オウム・インコ類」

を保有している園にて実施される「オウム・イ

ンコの日」に合わせ，全国の動物園に，ヨウム

保全のためのキャンペーンを要請した．そのう

ち要望のあった 28園にチラシを配布，そのう

ち 18園から成果報告書をいただいた．その他

合計 19の団体（大学や専門学校，NGO，サー

クルなど）や個人あてにチラシを配布し，ヨウ

ムの保全の重要性に関するメッセージを流布し

た．
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図 7　野生のヨウム（c）African Parks

図 8　ヨウムの生息分布図（c）F. Maisels and S. Strindberg. 緑の

濃い部分ほど糞の発見頻度が高い，つまり生息密度が高いこ

とを示す．

図 9　密猟者に捕獲されたヨウム（c）西原智昭

図 10　飼育されているヨウム（c）西原智昭



ワシントン条約の附属書Ⅰ決議を反映してヨ

ウム需要のある各国に対し，今後野生ヨウムが

市場に混在しないための新たな管理制度が要請

された．日本では，環境省と経産省が関わる「種

の保存法」の中で，管理システムの改善が行わ

れ，最終的に 2018年 6月にそれが施行される

ようである．その概要に関しては，以下の通り，

環境省並びに鳥類の保護団体等により明らかに

された．

1）登録規制：新規登録及び更新の際に個体識

別措置が求められる．個体識別措置は基本的

に脚輪の装着かマイクロチップの導入が必要

となる．ただしこの措置は現在個人でヨウム

を飼っていて今後手放す気がなければ不要で

ある．動物園は基本的に個別の許可を得て譲

渡し等がなされていればこの場合も個体識別

措置は必要とはならない．

2）陳列・広告・販売・譲渡などの規制：交付

された登録票があれば，陳列・広告・譲渡し

等ができる．また，2018年 6月施行予定の

改正法により，個体識別措置が義務付けられ

るほか，登録票に有効期限が設けられること

になる．ペットショップ等で販売するような

商業目的のパターンでは，改正法においては

登録又は登録の更新の際に個体識別措置だけ

でなく，規制適用前から飼育していた個体の

登録審査の際に，取得又は輸入に係る経緯を

明らかにした書類と，その裏付け書類の提出

が求められる．出所不明個体は登録できない．

3）輸入規制：輸入に関しては輸出入に関する

経産省宛の手続きが必要になる．ワシントン

条約附属書Ⅰ掲載後の輸入であれば許可され

ないが，ワシントン条約附属書Ⅱ扱いの登録

繁殖施設からの個体は輸入が可能である．必

要な手続きを踏まずに輸入したことが疑われ

るのであればそれは外為法違反疑いとなる．

こうした新規制も十全であるとはいえない．

現在までヨウムを飼育している個人や動物園で

は，今後「手放す気がなければ個体識別処置は

不要」とあるが，違法ヨウムの混在を防ぐため

にもすべての個体に対して個体識別処置が履行

されるべきである．また昨今のヨウム販売者の

中にはヨウムの有精卵を輸入しているケースが

あるが，その仕入れルートや経緯についても新

たに規制を掛ける必要があると考えられる．当

面は，2018年の新制度の施行に伴い，ペット

ショップ等での個体識別処置の有無を検証する

だけでなく，不十分な管理制度のもと新たなヨ

ウムの購入を控えていく旨を引き続き提唱して

いく．

報告者は申請団体のもと，ヨウムの野生復帰

のための寄付金を集めるために，クラウドファ

ンディング “JAPAN GIVING” を 2017年 3月か

ら開始，目標額を 250万円に定め，2018年 3

月時点でおよそ 110万円の寄付をいただいた．

寄付金はすべて，ヨウムの野生復帰を目指すの

に関わる経費に使用されている．それはたとえ

ば，密猟者から押収後に保護した野生ヨウムの

獣医によるケアに関わる費用，餌代，ヨウム舎

の修繕・新築・その他維持に関わる費用の一部

などである．報告書は随時送付しておりコンゴ

共和国のヨウムの実情を知らせるとともに，

2018年 12月まで寄付金呼びかけとヨウムの保

全に関する教育普及をも合わせて継続する予定

である．

Ⅴ．森林の保全

世界中からの熱帯材の需要はいまだに高く，

それゆえ多くの熱帯森林が伐採されてきた．東

南アジアの森林の多くが伐採で失われてきた一

方，昨今はパームオイル・プランテーションの

ために多くの森が開発されてきた．南米アマゾ

ンの熱帯林も特に放牧地開発のために多くが消
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失してきた．その結果，熱帯材目的の伐採は現

在アフリカの熱帯林に殺到してきている（図

11）．ただアフリカにおいては，鉱物資源採掘

目的の皆伐も頻繁に起こっているだけでなく，

人口増加に伴う農地や居住区確保のためにも森

林は広く開発されてきている．近年はパームオ

イル・プランテーションも進出してきており，

森林はさらに皆伐されている．こうした事情は，

地球上の生物多様性の大きな損失にもつながっ

ている．

アフリカの熱帯林では有用材の植林がごくわ

ずかの樹種を除いて不可能であり，伐採は原則

原生林を切り開くということになる．規制が十

全でなければ，伐採後原生林が復活してくる可

能性はほぼなく，生物多様性に乏しいせいぜい

二次林が繁茂する程度である．伐採に必要不可

欠な道路の建設は密猟者への格好のアクセスと

もなり，密猟に拍車をかける要因ともなってお

り，それも生物多様性のさらなる喪失に拍車を

かけている（西原 2015a）．さらに，アフリカ

では森林管理が十全でない部分もあり，結果的

に違法伐採は起こっており，その違法木材が安

価で輸出されている可能性も否めない．それが

世界中に輸出され，本来は国内林業で大方の木

材需要をまかなえてきた国では，そうした安価

な木材に追われ，国内林業が廃れてきたという

事実もある．日本もその例外ではない．

マルミミゾウもヨウムも，熱帯林という環境

があるからこそ生存できる種であり，原生林の

大規模な崩壊はその絶滅にさらに拍車をかける

ことになる．とはいえ，特別な産業や特産物の

ないコンゴ共和国のような国にとって，林業は

国家経済の中核をなすものであり，熱帯林伐採

をすべて止めることはできない．問題は，伐採

による経済活動と森林保全，すなわち，森林を

永続利用できるような形で伐採を実施しなが

ら，原生林維持を原則とした森林生態系と生物

多様性保全を両立させるかという点にある．

日本の林業企業はアフリカ熱帯林に参入はし

ていないが，商社が買い付けに来ていることは

事実である．その熱帯材の輸出先として，日本

は上位ランキングに入っているため，日本人も

こうした事実を知らなければいけない．我々の

日常生活の知らないところで，アフリカ熱帯林

の過剰な破壊に寄与しかねないからである．そ

れは，ただでさえ衰退した日本の国内の林業の

復活にとって，さらに足止めとなりかねないの

である．

伐採と森林保全の両立を可能にする現時点で

のベストの方法は，林業事業者が FSC（Forest 

Stewardship Council）認証制度を所有し，かつ，

その木材を使用した製品をメーカーや流通が率

先して市場に回し，結果的により多くの消費者

がそうした商品を購買することである（西原

2015b）．アフリカの熱帯森林を伐採する主に

ヨーロッパ系の企業では FSC認証をすでに

もっているかあるいはそれを目指しており，

ヨーロッパの木材市場においても，FSC認証木

材が多く流通している．これに対し，日本では

FSC認証製品の流通がまだ少ないだけでなく，

FSC認証制度を知っている一般消費者も数少な

い．いかに，FSC認証制度の重要性をより広く

日本人に流布していくかが，森林保全における
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教育普及の最も大きな課題の一つである．

アフリカ熱帯林現地における FSC認証をも

つ条件には大きく分けて 3つある．

1）計画伐採：伐採樹種を限定する，伐採対象

の樹木の胸高直径は基本的に 60 cm以上とし

若木は伐採対象としない，システマティック

に限定された場所のみで伐採する，沼地など

生態系にとって重要な場所での伐採は実施し

ない，年間伐採量を厳格に規定する，伐採区

の中の伐採地の間でローテーションを組み一

定の伐採後は放置する，伐採樹木から製材に

至るまでの透明性の明らかな管理をするなど

である；

2）生物多様性保全：伐採区の中での密猟など

の野生生物への違法行為を防止するために，

自己資金でパトロール隊を配置する；特にマ

ルミミゾウなどの稀少種であり種子散布とい

う重要な生態系サービスをする種を保護する

ことは不可欠であり，そうした動物による種

子散布があればこそ，計画伐採後の森林も原

生林に復活する素地を持つことになる；

3）社会貢献：伐採会社の労働者への居住・生

活条件の確保だけでなく，病院や学校などの

設置を通じて地域住民へも貢献する；特にア

フリカ熱帯林の場合は元来森林に依拠してき

た先住民族ピグミーの伝統的あり方を尊重す

る配慮も肝要となる．

教育普及活動の手法として，参加型の「フォ

トブック」を積極的に使用した．これまでの講

演会や動物園等でのガイドは，基本的に「一対

多」の型であり，「参加者を選べない」ばかり

でなく，質疑応答なども盛んに行われず，その

あとの「理解度の評価」も容易でない，といっ

た欠点が多かったが，フォトブックには，これ

までの保全教育の手法とは異なるものを期待で

きるためである．保全教育ツールとしてフォト

ブックが従来のものにはない画期的な特徴は，

まずテーマに関心のある「特定の参加者」を期

待できる上，自ら「参加」して独自の「ストー

リー展開」で「写真」を選び「メッセージをク

リア」に作りながら，写真とメッセージが一体

化となったフォトブックを作成していくところ

にある．そしてそれを参加者同士で「協議」し

つつ「修正」を実施し，「正確な情報」を満載

した写真付きの「ビジュアル」版であるゆえ，

小学生でもあるいは専門分野でない人にも「わ

かりやすい」保全の教材が完成される．そして，

各参加者がその出来上がったフォトブック最終

版をもとに，さらに家族・知人など身近なとこ

ろから「メッセージを広げていく」ことが可能

で，その輪の広がりから「普及効果」も期待で

きるのである．

フォトブック作成イベントは 2017年 7月に

おびひろ動物園と FSCジャパンの共催で実施

された．報告者も，日本とは無関係でないアフ

リカ熱帯林での事例を紹介した．参加者にとっ

ては，フォトブックを作る過程と，参加者同士

でお互いの完成したフォトブックを講評してい

くという過程で，FSC認証に関してより十全な

理解が得られた．またおびひろ動物園の学芸員

の尽力で，それぞれのフォトブックは帯広図書

館に寄贈され，さらに多くの人へのメッセージ

発信ツールとして，役に立っている．

おびひろ動物園でのイベントでは参加者が少

なく，いわば試験的なイベントとはなったが，

この経験を生かし，今後はより多くの参加者を

望めるような形でイベントの開催を計画してい

る．コープは FSC認証など認証製品をより多

く販売しているので，コープ主催でのイベント

開催を，2018年 8月を目指して現在計画中で

ある．
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Ⅵ．そのほか

助成期間中のメインの活動ではなかったが，

報告者は日本国内滞在時に次のような 3つの話

題提供も実施した．

1）先住民族：アフリカの熱帯林に元来強く依

存してきた先住民族ピグミーが，商業伐採等

の影響で住処や伝統的な生活様式を追われて

きた（西原 2016a；西原 2016b；西原 2017c；

西原 2017d；西原 2017e）．農耕民の住む村へ

の定住化や貨幣経済・近代教育の普及もそれ

に拍車をかけている．アフリカ熱帯林での保

全活動の核となるのは，パトロール活動，調

査研究，そして将来のエコツーリズムへの進

展であるが，いずれにもピグミーの持つ森の

知識や森を歩く知恵，追跡技能などが必要不

可欠であり，昨今の彼らの伝統文化の消失と

その継承の危機は，保全活動にも多大な影響

を及ぼす．その意味でも，FSC認証制度に基

づいた先住民配慮が待たれるところである．

こうした保全と関わる文脈で，日本ではほと

んど知られていない情報提供として先住民族

の講演も実施した．また日本にもアイヌとい

う先住民族がおり，彼らとピグミーの状況の

情報を共有する重要性，そして日本人として

アイヌの事情ももっと理解すべきだという危

急性から，アイヌとの連携も開始した．

2）海洋生態系保全：海産物の利用も森林利用

と同じく，人間にとって重要なことであるが，

同時にその生態系保全も不可欠である．FSC

認証制度と同様，海産資源についてもMSC

（Marine Stewardship Council）認証制度がある．

海産資源に多く依存する日本人にはとりわけ

重要な案件ではあるが，FSC認証製品以上に

MSC認証製品の普及や一般消費者への認知

度は低く，FSC認証との延長上でそうした事

情に関する講演も実施した．今後は，MSC

ジャパンなどと連携しながら，教育普及をサ

ポートしていく所存である．

3）地球環境異変：温暖化，気象変動などが言

われて久しいが，地球規模でのその実態を正

確に知っている人は多くはない．特に化石燃

料など自然界の資源をほとんど輸入に依存し

ている日本人の中には，野生生物利用の問題

と同じく「他人事」と思っている人も少なく

ないと考えられる．2015年 12月に採択され

たパリ協定などにより解決に向けたある程度

の方向性は示されてきたが，具体的にわれわ

れの日常生活で「何をすべきか」については

積極的な提案はなく，多くの人々を巻き込む

ようなうねりとなっていないのも事実であ

る．まずは「知ること・学ぶこと」，そして「確

かな情報の共有」と「解決へ向けた具体案な

議論」をしなければならない．

そこで，報告者がナショナルジオグラ

フィック本社から上映許可（非営利で教育目

的のみという条件）を得た映像「地球が壊れ

る前に」（日本語字幕版）の上映を何度か実

施した．この映像は，世界の様々な地域での

気象変動にまつわる事実を紹介しており，わ

れわれが直面している問題を把握する格好の

場となるからである．とりわけ映像ではアフ

リカでの実情は紹介されていないため，約

30年アフリカ中央部熱帯林地域にて，野生

生物の研究調査，国立公園管理，熱帯林・生

物多様性保全に携わってきた報告者が，その

内容を上映後のトークで補填した．特に地球

環境変動の根幹でもある森林消失の問題提示

と FSC認証制度の重要性をも説いた．報告

者の持つ上映権は，2017年 8月より 2年間

であり，引き続き機会のあるごとに上映と

トークを実施していく．

Ⅶ．講演の手法の改善への試み～グループ討論

これまでの講演は，参加者との質疑応答は
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あっても，基本的に登壇者から参加者への一方

通行的なものである傾向が強かった．そこで，

参加者がもう少し深く議論に参加できるよう

に，単なる「講演会」ではなく，「勉強会」形

式に転換を試み始めた．

これは，講演の最中，その中で議論してきた

大きなテーマを 3つほどに絞り，それぞれの

テーマに興味のある参加者が 3班に別れ，それ

ぞれの班においてそれぞれの与えられたテーマ

に対して，その保全を目指すための具体的な解

決案を考えてもらう機会とした．通常すべての

参加者の前では意見や質問をいいにくい参加者

も，グループ討論形式であれば話がしやすくな

り，多彩な意見が期待されうる．討論後は，各

班で選ばれた班長が意見をまとめ，報告する（場

合によっては，ホワイトボードなどに要点を記

載してもらう）．その各班の報告内容を吟味し，

それをさらに参加者全員で検討するという形式

を取った．参加者からは，参加した意義を感じ

られたといったような意見をいただいた．特に

この形式は，学生を主とした講演会では功を奏

した．普段自ら意見を述べる機会がないせいだ

ろうか，グループ討論により各グループ内で自

分の意見を言う機会が生まれたからであろうと

推測する．

今後ともこうした機会を継続・改善しつつ，

講演会をより実り豊かなものへと進展できたら

と考えている．

Ⅷ．メディアによる情報発信

助成期間中は，書籍の分担執筆，雑誌への投

稿，ネットメディア等，可能な限り信頼に足る

メディアを利用して，本プロジェクトのテーマ

に沿うような情報発信を試みた．書籍・雑誌に

ついては下記「文献」に掲載したとおりである．

ネットメディアでは，NPJ（News for the People 

in Japan：憲法・人権関連ニュースサイト www.

news-pj.net）主催のインタビューを 5回実施し

たし，アフリカ熱帯林生活の紹介だけでなく，

日本人と関わる象牙問題について述べた．イン

ターネット TVである OPEDの生中継でも象牙

問題について語った．さらに，TBSラジオ番

組 “嶌信彦 人生百景『志の人たち』” において，

象牙問題についての放送をした．

残念ながら，信頼の置けないメディアはいま

だ多く，影響力のあるメディアの利用がいまだ

スムーズに行かないのが現状である．報告者の

これまでのメディアとの経験で，今後日本のメ

ディア，特にマスメディアが改善していくべき

課題についてもまとめ，共著の書籍で警鐘を与

えた（西原 2017b）．

また報告者は，2018年 1月にこれまでのア

フリカでの活動の集大成として，「コンゴ共和

国～マルミミゾウとホタルの行き交う森から」

（現代書館；西原 2018）という単著の書籍を刊

行した（図 12）．
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以下，書籍の紹介文：本書の帯には，報告者

の大先輩である京都大学総長・山極壽一氏から

「野生生物と人間の境界に立って地球を見渡せ

る人は数えるほどしかいない．それは，生物た

ちの暮らす世界に入ってその本質を身体で感得

する必要があるからだ．著者はその最先端で活

躍してきたフィールド研究者である．ゴリラを

最初の案内人としてアフリカの熱帯林に分け

入った著者は，多くの野生生物の悲惨な実態を

目の当たりにすることになった．詳細な観察を

通して著者が語り続けてきた事実は，いま私た

ちに新しい問いを投げかける」という推薦のお

言葉をいただいた．

・アフリカ熱帯林での見聞と経験の集大成

京都大学理学部人類学研究室の一大学院生と

してアフリカ中央部熱帯林地域であるコンゴ共

和国にてニシゴリラの生態学的研究を始めたの

は 1989年，その後WCS（ニューヨークに本部

を置く国際野生生物保全協会）に属しながら，

同地域を中心として，野生生物の調査研究，生

物多様性保全，自然環境マネージメントの業務

に携わってきた．本書は，その 30年弱にわた

り現地で見聞し経験してきたことの現時点まで

の集大成である．しかし，純粋なアフリカ好き

や野生動物好きとは異なる立場からの表出であ

り，単なる紀行文ではない．

・生物多様性保全はわれわれ自身の問題

生物多様性保全などが謳われている昨今，コ

ンゴ共和国などで日常的に起きている野生生物

の乱獲危機は一向に収まらず，むしろ悪くなる

一方である．象牙，木材，ヨウム，海産物など

その対象はあげれば切りがないが，それはアフ

リカ現地だけでの問題ではない．むしろそれら

の問題は国際的な需要に大きく起因する．特に

日本を初めとする先進諸国の問題である．いっ

たいどこの誰がその課題に向けて具体的な解決

策を見出し実行していくのか？そこで，まずは

多くの人に知られていない事実を，日本人とし

て日本語で日本人に伝えていかなくてはならな

いと思い立ったのが本書の執筆の動機であっ

た．

・なぜ従来の自然保護活動や教育が結果を伴っ

ていないか

自然保護活動や保全教育は何年も前から始

まっているが，なぜ野生生物の生存状況の大半

は改善されてきていないのか．動物が「かわい

い」「賢い」「すばらしい」あるいは「かわいそ

う」，だから「守る」ということだけでは通用

しないのは明らかである．保全の問題の根幹に

は，アフリカ現地での政治体制や経済状況とも

深く関わる一方，先進国のライフスタイルとの

関連性をも鑑みる必要がある．自然保護 NGO 

の諸活動，学校教育や動物園・水族館などにお

ける保全教育などはこれまで自己満足の域を出

なかったとも言える．たとえばゾウの保全に関

して，「象牙を使う者は悪者だ」といった敵視

する態度だけでは解決にはつながらない．また

クジラの保全に関しても「先住民の生存捕鯨」

を無視できない．そこでは「伝統・文化」の精

細な歴史的吟味と検討が必要不可欠となる．

・読者層には理系も文系もない

アフリカでの長年にわたる現場の経験をもと

に，こうした事情を横断的に真摯に分析と考察

を試みたのが本書である．本書の対象読者は限

定されない．なぜならば，野生生物保全の問題

は野生生物だけの問題ではなく，社会，経済，

文化，教育をも含めた視点が望まれるからであ

る．先住民問題も見過ごすことができないため，

その理解も必須となる．理系も文系もない．分

野は問わないが，生き物，自然，環境，保全，

動物園・水族館，自然科学，教育，国際関係・

国際協力，経済，政治，社会，歴史，文化，先

住民，芸術など関心のある方にも格好の書籍で

ある．学生など若い方，教育関係に関わってい
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る方，自然保護 NGOや動物園・水族館に従事

しているスタッフの方には特にお薦めしたい．

・人類と地球の未来へ向けて

われわれ人類は野生生物とその生息環境，そ

して人類の「ゆりかご」であるアフリカの熱帯

林を後世に残していくことはできるのか？また

人類の文化遺産や先住民の伝統文化を継承して

いくことはできるのか？偏った視点・視野から

だけでは，それらが崩壊の一途をたどることは

確実であることを本書では強調した．

Ⅸ．まとめ～戦略構築と教育普及，今後のビジョ

ン

1. いまだ多くの日本人がアフリカにおける野生

生物やその生息環境の実情に明るくないた

め，特に日本人の利用と関わる項目について

継続的な教育普及活動が不可欠である．

2. 象牙であれヨウムであれ，日本国内管理制度

が十全でない現況では，象牙製品とペットと

してのヨウムの購入は控える旨を継続して伝

えていく．

3. 邦楽の領域で必要不可欠なマルミミゾウ由来

に象牙に代替し得る新素材の開発を進展させ

ていくと同時に，素材研究者と楽器商・プロ

の演奏家との交流をより頻繁にしていくため

にもさらなる助成金が必要となる．また民間

企業との協力や，洋楽器・印章など他の象牙

利用の分野との連携，国家プロジェクトとし

て立ち上げるための省庁との議論も引き続き

履行する．

4. ヨウムの新規国内管理制度の施行に伴い，そ

の適用が適切に実行されるよう，その制度の

普及を継続する．

5. 森林保全のために FSC認証制度の普及を，

FSCジャパンなど関連団体とともにさらに大

きく広げる．

6. 教育普及の手法として，フォトブックイベン

ト，グループ討論など，参加者がより深く理

解に到達できるような方途を確立していく．

7. 野生生物保全そして日本人とも大いに関わる

話題として，先住民問題，海洋生態系保全と

MSC認証制度，地球環境変動なども継続し

て広く教育普及する必要がある．

8. メッセージ伝達に有効でありかつ波及力の高

く信頼のおける日本のメディアあるいは有名

人などを発掘し，連携を強める．
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2nd International Program Grant

Strategy building and education in Japan toward wildlife conservation 
of African tropical forest

NISHIHARA Tomoaki

Conservation issues of natural habitat and wildlife in Africa are mostly unknown in Japan, while many are deeply 
related with Japanese. This project was aimed to establish how Japanese could contribute to this kind of conservation 
issues. Through lectures and study meetings etc., the applicant explained that ivory from forest elephants living 
African tropical forest have been preferred by Japanese ivory users in the history. Particularly the point was insisted 
that this sort of ivory is essential to be used at the domain of Japanese traditional music instrument such as plectrum 
of “Shamisen” and that we have to think about a balance between bio-diversity conservation including endangered 
forest elephants and cultural preservation like Japanese traditional music and its related performances like “Kabuki”. 
One of the potential solutions was also shown, a trial to produce new materials alternative to forest elephant ivory, 
that have the same features. Concerning African Grey Parrots, the applicant spread out message that wild population 
of those parrots have been significantly declined due to pet demand from the world including Japan, that its breeding 
technique has not been developed matching to the pet demand, and finally that pet demand should be refrained until 
new regulation system is established to avoid contamination of illegally-traded parrots. At the same time, the 
applicant made leaflet about African Grey Parrots conservation education and spread them out to many people, 
especially Japanese zoos, and also launched a crowd-funding to try to get donation for parrot releasing to the wild 
after its confiscation from poachers. In addition, the applicant strengthened on the importance of conservation of 
tropical forest where those wildlife species are living. One event with public people at the zoo was conducted to 
create photobooks promoting much deeper understanding of forest conservation, especially the importance of FSC 
certificates.
Keywords: Forest elephant, Ivory, African Grey Parrot, Pet, Forest, Republic of Congo

WCS (Wildlife Conservation Society) Congo program


