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タンチョウに何が起こっているのだろうか？
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Red-crowned Cranes and People-Toward the Future

タンチョウとヒト　～未来に向けて～ 



The Red-crowned Crane has entranced people
around the world with its beautiful appearance and
elegant dancing.  In Asia, the image of the crane has
been deeply integrated into people’s lives and cultures
for millenia. Nevertheless, many people have never
witnessed this gorgeous bird with their own eyes. 
Actually, the Red-crowned Crane’s proper habitat is the
vast and pristine wetlands that have been considered
barren and completely inaccessible to human beings. 
Still, serious threats are now looming over the Red-
crowned Crane.

The Red-crowned Cranes live in two separate
populations. The mainland population breeds in
northeastern China and the far-southeastern part 
of Russia, wintering along the east coastal area of 
China and the Korean Peninsula. The other is an
island population that remains in eastern Hokkaido, 
Japan, “having forgotten” their migration.  While each
population has a different history, and faces its own
problems, both share similar challenges.  � e mainland
population seems now to be experiencing the same
situations that in the past drove the island population to
the verge of extinction.  Scientists, conservation offi  cials
and local people in each area can learn much from
one another and from the practical experience with
safeguarding cranes as development intensifi es.
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現在の大陸におけるタンチョウの繁殖分布域（薄緑色）と越冬分布域
（桃色）、および島の集団における周年生息域（青色）。 



タンチョウに何が起こっているのだろうか？
　その美しい容姿と優雅なダンスで、世界の
人々を魅了し続けている鳥、タンチョウ。ア
ジアでは、古の時代より人々の生活と文化に
深く溶け込んだ存在でありながら、その優美
な姿を実際に目にしたことのない人は多い。
それは、彼らの本来の生活の場が、かつては
不毛の土地と言われ、人が近づくことさえも
拒んできた広大な湿地であるからだ。そんな
タンチョウに、今、大きな危機が迫っている。
  この種には二つの別々の集団が存在してい
る。一つは中国北東部やロシア極南東部で子
育てをし、中国の東海岸沿いや朝鮮半島で

冬を越す大陸の集団、もう一つは日本の北海
道の東部に住み、渡りを「忘れて」しまった
島の集団である。これら二つの集団がたどっ
た歴史はそれぞれ異なっており、直面してい
る状況も違うが、抱えている多くの難題は似
通っている。いまや大陸の集団も、島の集団
が絶滅寸前へと追い立てられたかつての状況
に直面している。開発が激化する今、それぞ
れの地域の科学者、保護関係者、そして地元
の人々はお互いから、そしてツルを守る実践
的な経験から多くを学ぶことができる。



Wetlands are critical habitat for the Red-crowned Cranes, that now number just less than 2,800 in the wild.  Increasingly, 
wetlands have been diminished in every part of the world due to developments as human demands grow for land and natural
resources.  Now we have the additional threat of ongoing climate change.

In the wintering area, as wetlands have been markedly reduced in size, the cranes have no other choice but to concentrate in
several limited places.  In particular, the Japanese population, that has lost genetic diversity, fl ocks together excessively in small
areas as a result of the protection measures relying too much on artifi cial feeding.  Consequently, they not only bear a risk of 
infectious diseases but also face serious problems of collision with powerlines, fences, and vehicles.  In addition, they cause
damage to farm crops, due to their extreme habituation to humans.  Meanwhile, concentration in limited areas is also apparent 
with the mainland population due to wetland destruction.  Given the fact that most of the cranes have relied on paddy fi elds, 
reed beds and fi sh farms for food, they will be seriously aff ected if the land use changes even to the smallest extent.

生息地の破壊

今や総数で 2800 羽にも満たない
野生のタンチョウにとって、湿地は
重要な生息環境である。土地や自然
資源に対する人々の要求が増えるに
つれて、湿地は世界のいたるところ
で開発の波にますます飲み込まれて
いる。今また、進行している気候変
動という更なる脅威にもさらされて
いる。

越冬地
越冬地では湿地が著しく減ってお

り、彼らには数か所に集中する以外
に選択の余地はない。特に、遺伝的
な多様性を失ってしまった日本の集
団は、人工給餌に依存し過ぎた保護
策によって狭い地域に極端に集中す
るようになった。その結果、感染症
の高いリスクを負っているだけでな
く、電線、フェンスあるいは車両へ
の衝突事故という深刻な問題にも直
面している。更に、過度な人慣れに
より、農作物に被害を与えるように
なってしまった。湿地の破壊により
大陸でも集中化は進行している。タ
ンチョウのほとんどが水田・ヨシ畑・
養魚池を利用しているので、これら
の土地利用が少しでも変われば、彼
らは大きな被害を被ってしまう。

電線衝突事故死

日本の給餌場場場

海岸湿地の大規模開発



工業・農業開発 : 風力発電所（挿入
図は高圧線の鉄塔): 

集団ねぐらでのダム建設による越冬地消
失の脅威

日本での過度の馴化 :



繁殖地
今、タンチョウの繁殖地の大部分は開発により

細かく分断化され、これらの散在する湿地で、多
くのタンチョウがなんとか繁殖している有様であ
る。自然の餌となる生物の多様性も開発で失われ
るにつれて、ツルたちの行動にも変化が表れてい
る。特に、日本では家畜の堆肥置場で昆虫やトウ
モロコシを探すものも多く現れている。また、大
陸では地球温暖化や黒竜江流域の水位低下による
湿地の乾燥化が深刻になっており、生存率や繁殖
率悪化の兆しも見られる。

 



地球温暖化の兆候である干
上がった内陸の湖 :



Living with Red-crowned Cranes: For us, co-existence means 
protecting wetlands, avoiding overuse of natural resources and preventing 
poaching, bush fires and unwanted artificial feeding.  The keys to 
successful co-existence include eff orts by local people to take an interest 
in the importance of the natural environment and in the Red-crowned 
Crane, gradually to gain a deeper understanding.   � en the people need 
to communicate and coordinate opinions among the administrative 
authorities, local communities and experts in various fi elds.  Negligence of 
such tasks would result in confl icts between policies of natural resources 
management and environmental preservation among the various relevant 
departments in charge, or establishment of inappropriate laws and 
regulations and management plans, or failure to win participation by the 
local communities in the preservation measures.

Wetland destruction or water diversions in one country, that leave 
the cranes without habitat, strongly affect the crane populations shared 
with other countries along the flyway.  To prevent such problems from 
emerging, it is defi nitely important to maintain smooth communication 
among the relevant countries, collect and exchange information, and 
cooperate in formulating plans to systematically promote necessary 
research and protection measures.  More specifi cally, unless appropriate 
management plans will be implemented jointly by governments and 
private sectors based on scientific knowledge, the future of the Red-
crowned Crane will be highly uncertain.

　
タンチョウとヒト　～未来に向けて～ 
 
タンチョウと共に暮らすこと、それは湿地を守り、自然

資源を使いすぎず、また密猟や野火、あるいは不要な餌付
けを防ぐことだ。タンチョウとの共存を成功に導く鍵は、
地域の人々が自然環境の重要性に関心を持とうとし、タン
チョウに対する興味を抱いて、少しずつ深く理解しようと
する努力にある。また、行政機関や地域社会、そして様々
な分野の専門家との間で意思の疎通や調整を行う必要があ
る。さもないと、各関係部署の自然資源管理や環境保全の
政策間での対立が生じたり、不適切な法規や管理計画を定
めてしまったり、あるいは保全対策に対して地域社会の関
与が得られないという結果を招いてしまう。
ある国の湿地破壊や利水事業は、タンチョウから生息地

を奪い、渡りルート上の国々が共に守っているこの集団に
重大な影響を与えてしまう。それを避けるには、お互いの
国同士で意思の疎通をしっかりと持ち、情報を集めたり意
見を交換したり、あるいは計画を協力して練り、必要な研
究や保護事業を協調して体系的に進めることが重要だ。言
明すれば、科学的知見に立って実行を伴う管理計画を官民
一体で進めないのであれば、タンチョウの将来は危うい。



マナヅルとカモ類の密漁 :  塩城国家級自然保護区における
養漁業 :

： 野火はほとん
どの場合、ヒトの活動に原因がある :

：干ばつのために、水を求めて来た牛や
ヤギに踏みつぶされた営巣地： 
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