COP12附属書提案と結果
◆哺乳類
黒海バンドウイルカ

Black Sea Bottlenose Dolphin

結果

Tursiops truncatus ponticus

採択

提案国：グルジア
12.3 提案：附属書Ⅱから附属書Ⅰへの移行
分布：黒海(ブルガリア、グルジア、ルーマニア、ロシア、トルコ、ウクライナ）
個体数減少の原因となっている取引:水族館での生体展示目的

ミンククジラ

Minke whale

結果

Balaenoptera acutorostrata

提案国：日本
分布：提案はオホーツク海・西太平洋ストック（8関係国）と北大西洋ストック（13関係国）をカバーする
個体数減少の原因となっている取引:二次的捕獲（日本は毎年魚網でかなりの数を捕獲している）

否決

ニタリクジラ

結果

12.4 提案：北半球個体群(黄海、東シナ海と日本海の個体群をのぞく)の附属書ⅠからⅡへの移行

Bryde's whale

Balaenopteraedeni

提案国：日本
分布：西部北太平洋ストックが関係する国：日本､中国､ﾐｸﾛﾈｼｱ諸国､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ﾏｰｼｬﾙ諸島､韓国､米国､他7カ国
個体数減少の原因となっている取引:二次的捕獲

否決

アフリカゾウ

結果

12.5 提案：西部北半球個体群の附属書Ⅰから附属書Ⅱへの移行

African elephant

Loxdonta africana

提案：附属書Ⅱの改訂：初回在庫象牙20トン・以降毎年4トン以下の生牙、商業目的の生体取引、皮取引、
提案国：ボツワナ

12.6 非商業目的のハンティング・トロフィー・皮製品・象牙製品取引

改訂案

分布：サハラ以南のアフリカ36カ国
個体数減少の原因となっている取引:象牙目的（密猟による）

採択

アフリカゾウ

結果

African elephant

Loxdonta africana

提案：附属書Ⅱの改訂：初回在庫象牙10トン・以降毎年2トン以下の生牙、商業目的での生体取引、非商業目的
改訂案
提案国：ナミビア
分布：サハラ以南のアフリカ36カ国
採択
個体数減少の原因となっている取引:象牙目的（密猟による）

12.7 でのハンティング･トロフィー・皮製品・象牙製品取引、皮取引

アフリカゾウ African elephant Loxdonta africana
提案：附属書Ⅱの改訂：初回在庫象牙30トン・以降毎年2トン以下の生牙、非商業目的でのハンティング･トロ
提案国：南アフリ
12.8 フィー取引、保護区への再導入目的の生体取引、皮と革製品取引
カ
分布：サハラ以南のアフリカ36カ国
個体数減少の原因となっている取引:象牙目的（密猟による）
アフリカゾウ

African elephant

提案国：ザンビア

分布：サハラ以南のアフリカ36カ国
個体数減少の原因となっている取引:象牙目的（密猟による）
African elephant

改訂案
採択
結果

Loxdonta africana

12.9 提案：附属書Iから附属書Ⅱへの移行、17トンの全形象牙取引、生体の販売

アフリカゾウ

結果

改訂案
否決
結果

Loxdonta africana

提案：附属書Ⅱの改訂：初回在庫象牙10トン・以降毎年5トン以下の生牙、非商業目的でのハンティング･トロ
提案国：ジンバブエ

12.10 フィー、象牙彫製品取引、皮と皮革製品取引、商業目的での生体取引

改訂案

分布：サハラ以南のアフリカ36カ国
個体数減少の原因となっている取引:象牙目的（密猟による）

否決

アフリカゾウ

結果

African elephant

Loxdonta africana

12.11 提案：附属書Ⅱに掲載されたアフリカゾウを附属書Iへ移行

提案国：ケニヤ、インド

撤回

分布：サハラ以南のアフリカ36カ国
個体数減少の原因となっている取引:象牙目的（密猟による）

ビクーニャ

Vicuna

Vicugna vicugna

12.12
12.13 提案：提案国の特定地域に生息する個体群を附属書Ⅰから附属書Ⅱへ移行 提案国：アルゼンチン、ボリビア、チリ
12.14 分布：アルゼンチン、ボリビア、チリ、エクアドル

結果
採択

個体数減少の原因となっている取引:ウールおよび食用目的

◆鳥類
ダーウィンレア

Lesser Rhea

結果

Rhea pennata pennata

12.15 提案：チリ個体群の附属書Ⅰから附属書Ⅱへの移行

提案国：チリ

採択

分布：チリ、アルゼンチン
個体数減少の原因となっている取引：肉、皮、卵、動物園での生体展示目的

キエリボウシインコ

Yellow-naped Parrot

Amazona auropalliata

結果

提案国：コスタリカ
分布：メキシコ、グァテマラ、エルサルバドル、ホンデュラス、ニカラグア、コスタリカ
個体数減少の原因となっている取引：ペット目的（グァテマラから日本に輸出）

採択

オオキボウシインコ

結果

12.16 提案：附属書Ⅱから附属書Ⅰへの移行

Yellow-headed Parrot

Amazona oratrix

提案国：メキシコ
分布：メキシコ、ベリーズ、グァテマラ、ホンデュラス
個体数減少の原因となっている取引：ペット目的（違法取引）

採択

ヒメヤマコンゴウインコ

結果

12.17 提案：附属書Ⅱから附属書Ⅰへの移行

Blue-headed Macaw

Ara couloni

提案国：ドイツ（EU加盟国）
分布：ペルー、ブラジル、ボリビア
個体数減少の原因となっている取引：ペット目的（違法取引）

採択

ハネナガインコ

結果

12.18 提案：附属書Ⅱから附属書Ⅰへの移行

Cape Parrot

Poicephalus robustus

12.19 提案：南アフリカ個体群を附属書Ⅱから附属書Ⅰに移行

提案国：南アフリカ

撤回

分布：南アフリカ
個体数減少の原因となっている取引：ペット目的（違法取引）

◆爬虫類
オオアタマガメ

Big-headed Turtle

Platysternon megacephalum

結果

提案国：中国、アメリカ
分布：中国（香港を含む）、ラオス,ミャンマー、タイ、ベトナム
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット目的

採択

アンナンガメ

結果

12.20 提案：附属書Ⅱに掲載

Annam Pond Turtle

Mauremys [Annamemys] annamensis

12.21 提案：附属書Ⅱに掲載

提案国：中国、ドイツ（EU加盟国）
分布：ベトナム、カンボジア（可能性）
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット目的

アジアヤマガメ属

Heosemys spp.:Arakan Forest Turtle (Heosemys depressa ); giant Asian pond turtle
(H. grandis );Philippine Pond Turtle (H. leytensis ); Spiny Turtle(H. spinosa )

12.22 提案：附属書Ⅱに掲載

採択

結果

提案国：中国、ドイツ（EU加盟国）
分布：東南アジア諸国
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット目的

採択

ヒジリガメ

結果

Yellow-headed Temple Turtle

Hieremys annandalii

採択

12.23 提案：附属書Ⅱに掲載

提案国：中国、アメリカ
分布：カンボジア、ラオス、ベトナム、タイ、マレーシア
個体数減少の原因となっている取引：食用目的

セタカガメ属（テクタセタカガメを除く）

Roofed Turtle

Kachuga spp. except K. tecta

12.24 提案：附属書Ⅱに掲載

提案国：インド、アメリカ
分布：インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー

結果
採択

個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット目的

シロアゴヤマガメ

Sulawesi Forest Turtle

Leucocephalon yuwonoi

結果

提案国：中国、ドイツ（EU加盟国）
分布：インドネシア
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット目的

採択

ミナミイシガメ

結果

12.25 提案：附属書Ⅱに掲載

Yellow Pond Turtle

Mauremys mutica

提案国：中国、アメリカ
分布：中国（台湾を含む）、日本、ベトナム
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット、甲羅（薬）目的

採択

ボルネオカワガメ

結果

12.26 提案：附属書Ⅱに掲載

Malayan Giant Turtle

Orlitia borneensis

提案国：中国、ドイツ（EU加盟国）
分布：マレーシア、インドネシア
個体数減少の原因となっている取引：食用目的

採択

ヒラセガメ

結果

12.27 提案：附属書Ⅱに掲載

Keeled Box Turtle

12.28 提案：附属書Ⅱに掲載

Pyxidea mouhotii

提案国：中国、アメリカ
分布：中国、インド、ラオス、ミャンマー、ベトナム
個体数減少の原因となっている取引：食用目的

採択

ホオジロクロガメ

Black Marsh Turtle

結果

Siebenrockiella crassicollis

提案国：中国、アメリカ
分布：インドネシア、カンボジア、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム
個体数減少の原因となっている取引：食用目的

採択

コガシラスッポン属

結果

12.29 提案：附属書Ⅱに掲載

Narrow-headed Softshell Turtles

Chitra spp

提案国：中国、アメリカ
12.31 提案：附属書Ⅱに掲載
分布：インドネシア、マレーシア、タイ、バングラデシュ、インド、パキスタン、ネパール（可能性）
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット目的

マルスッポン属

Giant Softshell Turtles

採択

結果

Pelochelys spp.

提案国：中国、アメリカ
分布：中国、インド、パプアニューギニア、バングラディッシュ、東南アジア諸国
個体数減少の原因となっている取引：食用、ペット、甲羅（美術品）目的

採択

ニュージーランドヤモリ

結果

12.32 提案：附属書Ⅱに掲載

Hoplodactylus spp. 、 Naultinus spp.

New Zealand Geckos

否決

12.33 提案：附属書Ⅱに掲載

提案国：ニュージーランド
分布：ニュージーランド
個体数減少の原因となっている取引：

ヒデリティルスハシリトカゲ

Orange-throated Whiptail Lizard

Cnemidophorus hyperythrus

結果

提案国：アメリカ
分布：アメリカ、メキシコ
個体数減少の原因となっている取引：ペット目的（日本が大量に輸入）

採択

ジンベイザメ

結果

12.34 提案：附属書Ⅱからの除去

◆魚類
Whale Shark

Rhincodon typus

採択

提案国：インド、フィリピン
12.35 提案：附属書Ⅱに掲載
分布：世界中の熱帯海域（地中海を含む）、123関係国
個体数減少の原因となっている取引：肉、ひれ目的

ウバザメ

Basking Shark

結果

Cetorhinus maximus

提案国：イギリス、北アイルランド（EU代表）
分布：大西洋、インド太平洋、地中海の温帯海域（54関係国）
個体数減少の原因となっている取引：ひれ、軟骨、肉目的

採択

タツノオトシゴ類

結果

12.36 提案：附属書Ⅱに掲載

Seahorses

Hippocampus spp

提案国：アメリカ
分布：温帯、亜熱帯、熱帯沿岸環境（少なくとも94関係国）
個体数減少の原因となっている取引：水族館での生体展示、漢方薬目的（日本が輸入）

採択

メガネモチノウオ

結果

12.37 提案：附属書Ⅱに掲載

Humphead wrasse

Cheilinus undulatus

否決

12.38 提案：附属書Ⅱに掲載

提案国：アメリカ
分布：インド太平洋地域全体のサンゴ礁（42関係国）
個体数減少の原因となっている取引：

マジェランアイナメ（銀ムツ）と類似種ライギョダマシ

Patagonian toothfish, Antarctic toothfish

Dissostichus eleginoides and D. mawsonii

12.39 提案：附属書Ⅱに掲載

結果
撤回

提案国：オーストラリア
分布：南極、南洋海域、南部南アメリカ海域
個体数減少の原因となっている取引：食用目的（チリから日本が輸入）

◆昆虫類
ジョホンベニモンアゲハ、ニルゲリベニモンアゲハ

Sri Lankan Rose Butterfly

Atrophaneura

jophon and A. pandiyana

12.40 提案：附属書Ⅱへの掲載

提案国：ドイツ/EU加盟国の代表

結果
採択

分布：スリランカ、インド
個体数減少の原因となっている取引：生体、死体標本目的（日本で取引）

アゲハチョウ類

３種

12.41 提案：附属書Ⅱへの掲載

Swallowtail Butterflies

Papilio aristophontes, P. nireus and P. sosia

提案国：ドイツ/EU加盟国の代表
分布：コモロ諸島、アフリカ
個体数減少の原因となっている取引：生体、死体標本目的（日本で取引）

結果
撤回

◆植物
チリマツ

Monkey Puzzle Tree

Araucaria araucana

提案国：アルゼンチン
分布：アルゼンチン、チリ
個体数減少の原因となっている取引：種子目的（違法取引）

採択

団扇サボテン亜科

結果

12.42 提案：地域に関係なく附属書Ⅰへ掲載

Prickly Pear Cacti

Opuntioideae spp .

提案国：スイス
12.44 提案：附属書Ⅱから削除
分布：北アメリカ、南アメリカ
個体数減少の原因となっている取引：果物、木材、立ち木目的（日本に輸出）

オオバマホガニー
12.51

結果

Bigleaf Mahogany Swietenia macrophylla

提案：附属書IIへの掲載

提案国：ニカラグア

撤回

結果
採択

分布：メキシコおよびコスタリカ、パナマ等中米７カ国、ブラジル、ボリビア等南米６カ国
個体数減少の原因となっている取引：材木目的（合法、違法）

＊詳細は、JWCSのホームページ及びSSNのホームページ（http://www.speciessurvivalnetwork.org/英文）をご覧下さい。

ご覧下さい。

