
 2  現代日本の動物園 
　

2. 1　動物の展示

　多くの人が動物園を訪れるのは、そこに動物の展示があるからです。「生き
ている動物を展示する」という言い方に違和感のある人もいるかもしれません。
動物園についての報道では「公開」や「お披露目」と言うことが多いようです。
それでも、「行動展示」といった表現はすっかり定着しましたし、動物園業界
では国際的にも「展示（exhibition）」が使われます。これは博物館でも使う用
語で、博物館法には「資料を収集し、保管（育成を含む）し、展示」とありま
すが、この「育成を含む」というのは動物園水族館や植物園のための表現で、
生きた動植物も博物館用語では「資料」で「展示」するものなのです。動物園
水族館は「いのちの博物館」なので博物館用語を使うことが多く、ときとして
違和感のある表現も出てきます。
　この章のテーマは「現代日本の動物園」ですが、海外の事例がわかりやすい
場合は積極的に紹介します。国内の動物園を紹介した本は多いので海外をいく
つか紹介すると、ニューヨークのブロンクス動物園やスイスのチューリッヒ動
物園は世界の最先端を行っているので、動物園のあり方を考えるうえでぜひ訪
問したい施設です。とくにブロンクス動物園は、川端裕人さんと本田公夫さん
が書いた『動物園から未来を変える』を読んでから行くのがおすすめです。た
だし、これらは敷地が広大な動物園です。限られた面積の活用という面では、
米国のフィラデルフィア動物園、オーストリアのシェーンブルン動物園、ドイ
ツのフランクフルト動物園をおすすめします。日本に近い地域では、シンガポ
ールが必見です（図 2. 1）。なお、欧米の動物園は 3 月くらいまで寒々しいの
で、せっかく行くなら緑豊かな夏期が良いです。
　さて、新しい展示施設を造るとき、動物園関係者はどんなことを考えるので
しょうか。行動展示で有名な旭山動物園の坂東元園長は、自分が動物だったら



図 2. 1　シンガポール動物園のアジアゾウの展示。同園には、
ナイトサファリやリバーサファリも併設されている。

図 2. 2　旭山動物園あざらし館のマリンウェイ。アザラシなら
ではの泳ぎ方や好奇心の強さが生かされている。
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他の動物で真似て失敗した事例もあります。動物の展示には、どこまで深くそ
の動物を理解できているかが反映されるのです。
　この点、各地の動物園に関わってきた若生謙二さんは、設計にあたって生息
地を実際に見ることにこだわっています。ときわ動物園（山口県宇部市）のテ
ナガザルの展示リニューアルにあたっては東南アジアを訪問し、野生のテナガ
ザルが森のなかで縦横無尽に動き回る姿を見て、多数の樹木を使って同じよう
に動ける展示施設を造りました。若生さんは、日本の動物園展示の問題点とし
て「システム化」を指摘します。システム化というと良いことに聞こえるかも
しれませんが、効率的に同じ物を造るので似た施設ばかりになってしまいます。
大切なのは動物をより深く理解し、より良いものを造りだす努力です。良い部

どう動くのか、動物の身
になって考えると言いま
す。これは口で言うほど
簡単ではなく、その動物
の特性を相当に理解して
いないとできません。恥
ずかしながら私は、あざ
らし館の工事中に「マリ
ンウェイ」という円柱水
槽の構想を聞いたのです
が、それがどれほど魅力
的になるか想像できませ
んでした。当時は日本平
動物園にアザラシがいな
かったこともあって、泳
ぎの特徴や好奇心の強さ
を理解していなかったか
らです。結果はみなさん
ご存じのとおり、爆発的
な人気を博しました（図
2. 2）。一方、この方法を



図 2. 3　かつては多かった氷山型のペンギン展示。この写真は
2009 年の飯田市動物園だが、現在はリニューアルされている。
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氷山をイメージさせる白塗りコンクリートで擬
ぎ

岩
がん

を造って、じつは氷山にはい
ない温帯のペンギン（フンボルトペンギンなど）を展示していたのです（図
2. 3）。実際に氷山にいるペンギンを飼育するには冷房室が必要なので、屋外で
飼育できる温帯のペンギンで代用したわけです。その後、ペンギン会議を結成
した動物園関係者などの努力が実を結び、実際の生息地を模した温帯らしい展
示施設へのリニューアルが進みました。
　時代遅れが大きな問題になっている例としては、ホッキョクグマとゾウがあ
げられます。ホッキョクグマにはマニトバ基準と呼ばれる面積などの要求があ
り、これをクリアしないと欧米からの導入がむずかしいのですが、日本でこれ
を満たす施設が少ないのです。国内での繁殖も順調とは言いがたく、ホッキョ
クグマの飼育展示を続けられるのか予断を許しません。ゾウの場合は、本来の
生態である母系の群れで飼育し、床を柔らかい砂にして足の負担を減らし（こ
れは寿命に影響します）、第 4 章で紹介する準間接飼育（protected contact）
と呼ばれる方法で飼育員の事故を防ぐなど、従来とはまったく違う飼育方法が
できてきました。これは欧米の動物園の試行錯誤によって急速に変化してきた
ので、欧米にもやや古い施設と最新の施設があるのですが、日本で最新式を導
入した事例はまだ少数で、今後のリニューアルが待たれます（図 2. 4）。
　ホッキョクグマとゾウの問題は見せ方というより飼育施設の話ですが、どの
動物を何頭くらい飼育展示するかというコレクションプランはきわめて重要で、
動物園の姿を大きく左右します。この点、昔は比較的手狭な敷地で、多すぎる

分を真似するのは大いに
けっこうですが、そのう
えでオリジナルの部分を
加える切磋琢磨がなけれ
ば動物園は成長できず、
時代遅れになってしまう
のです。
　システム化の一例とし
て氷山型のペンギン展示
があげられます。今では
減りましたが、かつては



図 2. 4　札幌市円山動物園のゾウ舎（2019 年オープン）。日本
で初めて最新式のゾウの飼育展示を導入し、エンリッチメント
大賞 2020 で大賞を受賞した。
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種類の動物を飼っていま
した。なかにはメスのゾ
ウしか飼育できないとい
った繁殖を度外視した施
設もありましたが、今は
それぞれの動物をしっか
り繁殖させながら飼育展
示することが必要です。
当然、動物の種類を絞り
込む方向になるので、ほ
んとうにホッキョクグマ
やゾウの飼育展示を続けるべきか、続けるのならなんのためかと考えたうえで、
展示施設を造ることになるのです。
　動物園の展示造りでは、明らかに人工だとわかる物をどれだけ積極的に使う
かがよく議論になります。簡単に言えば、行動展示は動物の行動を引き出せる
なら積極的に人工物を使う方向です。逆に、できるだけ人工的な印象を避け、
自然な雰囲気にこだわる方向を「生態的展示」と呼んだりします。これは日本
の動物園の業界用語であまり本質的な区分ではないのですが、重要なのは、明
らかに人工だとわかる物にはメリットとデメリットがあることです。端的に言
えば、安くて耐久性が高く、メンテナンスも容易な反面、やりすぎるとゴチャ
ゴチャして、およそ自然っぽくは見えません。しかし、動物にとっては使えな
い自然物よりは、使える人工物のほうがよほど役立ちます。じつは、展示施設
に植物を入れるときは、電気柵などで動物から植物を守ることが多いのです。
動物と植物をいかに共存させるかは大きなテーマの 1 つです。
　英語では行動展示という言葉はほぼ使われていない一方、究極の生態的展示
とも言うべき「ランドスケープ・イマージョン（landscape immersion）」とい
う言葉がよく使われます。これは、動物のいる場所だけでなく、来園者のいる
場所も自然っぽく造ることで、動物の生息地に行ったかのような雰囲気にする
手法で、米国で生まれて世界各地で応用されています。この手法を採り入れた
代表的な展示施設として、ブロンクス動物園の「コンゴ」や「マダガスカ
ル！」があげられます。ただ美しいだけでなくメッセージ性が高いことも特徴



図 2. 5　ブロンクス動物園の「マダガスカル！」。左側の解説
パネルや、右側のキツネザルのブロンズ像など、工夫されたサ
インが多く盛り込まれている。
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で、なにを伝えるかとい
う目標を設定し、その達
成度を確認する来園者調
査も行ないました（図
2. 5）。
　展示にメッセージを込
める際に大切なのが「サ
イン計画」です。ちょっ
とした矢印から、解説パ
ネル、さわれる展示物

「ハンズオン」など、あ
らゆる手段（サイン）を駆使してメッセージを組み立てます。ブロンクス動物
園では、サインを園路などの空間と一体的にデザインすることで、多様な動物
たちが暮らす自然環境（生物多様性）の大切さを伝え、人々の保全意識を高め
て行動の変化を促しています。具体的な行動の 1 つに保全のための寄付があげ
られ、「コンゴ」や「マダガスカル！」の出口付近には寄付を促す仕掛けがあ
ります。なお、ブロンクス動物園を運営する野生生物保全協会 WCS は生息地
の保全活動も行なっているので、寄付を集めれば自ら保全活動を推進できます。
　もちろん、ランドスケープ・イマージョンを使わなければメッセージを込め
られないわけではありませんし、特定のメッセージを伝えるのが展示施設の理
想か否かも考え方が分かれます。自然な景観造りやストーリー仕立てには動物
の背景や来園者側のスペースが重要なので、面積の狭い動物園では飼育スペー
スが犠牲になりがちですし、動物舎を来園者から隠すために飼育管理上の支障
が生じることもあります。それよりは、1 人 1 人がじっくり動物に向き合うな
かで自分なりのなにかを得るほうが大切だという考え方もあります。私個人は

「生きている証に出会う」ことが大切だと思っており、くわしくは第 5 章で説
明します。
　ここで、展示造りの前提にもなる考え方として、坂東元さんと本田公夫さん
の言葉を紹介しておきます。「驚きが感動に変わり、尊敬に変わり、理解に変
わった。『理解』というのは、『こいつらは自分とは違う生き方、感じ方をする
生きものなんだ』と体でわかることである。異種だからこそ、わかりあえない。
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わかりあえないからこそ、大切なやつらなんだと、と腹でわかることである」
というのが坂東さんの言い方です。本田さんは自然体験の重要性を語るうえで

「自然というのは思い通りにならないものだということも含めて、体感として
納得する（中略）。これがないと人間生活と自然環境保護との折り合いをどう
つけるかということもきちんとわからない」と言っています。このような「理
解」を得られる展示をどのように実現するのか、あるいは展示には織り込めな
い要素があるなら、それをどう扱うのかといったことは、動物園の展示を考え
る鍵になるはずです。
　最後に、旭山動物園の行動展示が好評を博した理由を 2 つ補足しておきます。
1 つはリスクを取っていることで、たとえばぺんぎん館の水中トンネルは、水
温が大きく変化する屋外プールのなかだったので「前例がないので責任がとれ
ない」と渋る業者を「一切の責任は園が取る」と必死に説得して実現しました。
工事方法だけでなく、動物の行動範囲を広げることはさまざまなリスクと向き
合うことです。そのようなリスクに向き合い、失敗の責任を取る覚悟があれば
こそ、旭山は魅力的な展示施設を造りだせたのです。もう 1 つは、人間と動物
との立体交差を実現したことです。美術の世界では空間芸術を「インスタレー
ション」と呼びますが、動物園の展示施設は生きた動物がいるインスタレーシ
ョンであり、同時にそこは動物たちの生活の場です。そこで次節では、動物園
での動物の生活について見てみましょう。

2. 2　飼育と動物福祉

　上野動物園の園長を務めた中川志郎さんは「そこに生活する動物たちは、野
生の動物よりも不幸であってはならない」と動物園関係者の心構えを説きまし
た。これは動物福祉の発想で、飼育動物の生活の質（QOL＝クオリティ・オ
ブ・ライフ）を高める努力が求められます。それにしても、私たちは動物の
幸・不幸をどれほど理解できるのでしょうか。私たち人間自身の幸・不幸すら、
どこまで理解できているか怪しい気もします。動物福祉はそのような困難なテ
ーマに挑む科学ですが、これをすべて実践すれば良いとも限りません。石田戢
さんが環境エンリッチメントの問題点として「脱出の可能性や飼育係の危険性
の増加」をあげていたのはその 1 つです。



図 2. 6　ベルリン動物公園のヘビクイワシ。イヌに見つめられ
ても平然としているのは、そこが安心できる空間だから。なお、
ドイツにはイヌを同伴できる動物園が多い。
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　動物園が大前提として考えるべきは動物と人間双方の事故防止ですが、これ
があたりまえのようでじつにむずかしいのです。動物は成長し、繁殖し、老い
るといったさまざまなステージを経ます。そのすべてのステージで快適に過ご
してほしいのですが、ジャンプ力や泳ぐ力は変化しますから、登ったり泳いだ
りする場所の用意だけでも一筋縄ではいきません。成長した動物には快適なプ
ールで、子どもが溺れてしまうこともあります。外敵の侵入を防ぐのも大切で、
たとえば小鳥の網の目はヘビが入らない大きさにします。サルの飼育スペース
にエサを狙って入ったネズミが病気を持ち込む危険もあります。人間と動物の
間で感染する共通感染症（ズーノーシス）にも細心の注意が必要です。他園へ
の移動や治療などで動物を飼育スペースから出す機会は必ずあるので、出し入
れの方法も重要です。木材や砂などの出し入れも重要で、動物によっては砂を
運ぶ車両の入口もほしいなど、考慮すべき要素は山のようにあります。
　それでも、第 1 章で紹介したように、飼育スペースを自然界のなわばり同様
に居心地の良い場所にできれば、そこは動物にとって安心できる空間となりま
す。多くの動物は、柵や堀といった障壁によって外側の相手が入って来ないこ
とを理解します（図 2. 6）。そして、ほとんどの動物は未知の危険に出会うほ
うがいやなので、そこが安心できる空間だと理解すれば、わざわざ外に出よう
とはしないのです。この点、人間はかなり風変わりな動物で、人間の感覚を動
物にあてはめると多くの誤解を生じるので注意が必要です。
　飼育スペースは動物が安心できる空間であるべきですが、飼育員は作業のた

めに入らなくてはなりま
せん。猛獣はもちろん中
型以上の動物では、小さ
なトラブルが飼育員の命
に関わる大事故につなが
ります。そういったこと
もあって、多くの動物は
昼間の展示場（運動場、
放飼場）と夜の寝部屋を
分け、とくに猛獣や霊長
類（サル）などは「シュ



図 2. 7　シュートを使った飼育展示施設の模式図。
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ート」という動物用通路を使って、飼育員と同じ場所を通らないようにします
（図 2. 7）。飼育員は毎朝、動物を寝部屋から展示場に出してから寝部屋を掃除
し、昼間のうちに用意したエサを、夕方、寝部屋にセットして動物を入れて展
示場を掃除するのが基本パターンです。この際、動物の移動を見落とせば大事
故に直結するので細心の注意が求められますし、その前提として見落としにく
い構造が重要です。
　動物にとって飼育員以上に厄介な相手は、じつは同種の新規個体です。繁殖
のために迎えた「お嫁さん」や「お婿さん」とは言え、オスとメスの同居はと
ても気を遣います。無事に同居し、めでたく繁殖したら、子育てできる環境を
整えなくてはいけません。これもきわめて気を遣う場面で、ホッキョクグマや
レッサーパンダのように母親が産室にこもる動物ではマイクや暗視カメラを使
うこともあります。
　この他、ずっと同居していた動物が突然ケンカしたり、成長して投げる力が
強くなったために今まで使っていたエンリッチメント用のおもちゃが来園者に
あたったりと、いろいろなハプニングが起きます。ずっと平穏に暮らしていた
動物が周辺の工事に驚いて脱走することもあるのですが、これは、その気にな
ればいつでも脱走できたという話に他なりません。これらはすべて私の身のま
わりで起きたことですが、飼育スペースから出る「脱

だつ

柵
さく

」ですめば影響は限定
的です。多くの動物園には園外への脱走を防ぐ外周フェンスがあり、これを超
えると大問題になります。ですから、脱柵に備えた捕獲訓練を定期的に行ない、



図 2. 8　多摩動物公園のオランウータンのスカ
イウォーク。来園者のはるか頭上をオランウー
タンが渡っている。
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で、来園者に伝わるようにすべきです。たとえばオランウータンは非常に握力
が強く、人間なら恐怖で足がすくむ高さを平気で移動します（図 2. 8）。厄介
なのは、動物自身が飼育環境に適応して野生動物らしさを失うことです。ここ
に通常の獣医畜産技術と動物園での飼育の違いがあります。動物園には、野生
動物を家畜化しない

4 4 4 4 4 4

努力も求められるのです。
　とは言え、すぐに驚いてパニックになる動物は、少々なら驚かないように慣
らす必要もあります。とくに病気やケガの治療では投薬や麻酔のための吹き矢
などが、動物にとって恐怖の対象になります。このような問題を解消するのが

「ハズバンダリー・トレーニング」で、動物たちが自発的に行動するように訓
練します。直訳すると「飼育上の訓練」という意味なのですが、動物園ではオ
ペラント条件づけという手法を使ったトレーニングを指すのが普通です。くわ
しいことが気になる人は『約束しよう、キリンのリンリン』という本を図書館
などで探してください（図 2. 9）。私が驚いたのはベルリン動物園のボノボ

（類人猿の一種）の映像で、飼育舎に採血用の筒をとりつけると、体の大きな
オスが真っ先に腕を差し込んできたのです。注射が大嫌いな私には、とても真
似できません。

手順や役割分担、道具などを確認しま
す。第 1 章で述べたように、動物園と
いうのは想定外のことが起きる現場な
のです。動物園には必要不可欠な施設
リニューアルも、動物にとっては安心
していた空間から知らない空間への移
動ですから、とくに記憶力の良い類人
猿やゾウの高齢個体には細心の配慮が
必要です。
　このように前提の部分で考えること
が山のようにあり、そこに飼育動物の
福祉向上や、いかに野生動物らしさを
残すかという課題が載ってきます。野
生動物を飼育展示するのですから、動
物園はその動物の特性を理解したうえ



図 2. 9　『約束しよう、キリンのリンリン』。
ハズバンダリー・トレーニングによって採血
や削

さく
蹄
てい

ができるまでの過程をくわしく描いて
いる。
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悪くなるから不思議です。
　簡単に説明すると、人間も含めて動物がストレスを感じるのは、ストレスを
感じたほうが生き残りに有利だからと考えられます。たとえば、ストレスホル
モンとして有名なアドレナリンは、集中力を高めて激しい運動を可能にし、学
習力も上がります。だからこそ、敵に襲われたときにダッシュして逃げること
ができます。ストレスを感じる能力は進化によって獲得したもので、適応的な
意味があるのです。しかし、これは疲労を無視した火事場の馬鹿力なので、持
続すると心身に不調をきたします。これが「ディストレス」と呼ばれる過度の
ストレスです。一方で、適度なストレスは「ユーストレス」とも呼ばれます。
もとは同じものなのに、限界を超えると悪い面が出るのです。この限界（スト
レス耐性）そのものも変化し、心身ともに健康な動物はストレスにも強くなり
ます。ですから、動物を腫

は

れ物のように慎重に扱うのが良いわけではなく、積
極的に環境エンリッチメントやハズバンダリー・トレーニングを行なうほうが
良い面があるのです。最初はいやがるような刺激に慣らしてあげるために、小
さな刺激から少しずつ段階を上げる手法を「（系統的）脱

だつ

感
かん

作
さ

」と言います。

　ここであらためて環境エンリッチメン
トと動物のストレスについて説明します。
第 1 章で述べたように環境エンリッチメ
ントとは飼育環境を豊かにするさまざま
な工夫で、目標の 1 つに常

じよう

同
どう

行動など
の野生では見られない行動の削減があげ
られます。ここで考えてほしいのですが、
ハムスターが回し車を回すのは削減すべ
き常同行動でしょうか。ハムスターなら、
むしろ回し車を入れることが環境エンリ
ッチメントと言えそうです。じつはスト
レスや常同行動の解釈は少しややこしい
のです。ストレスには「緊張感」という
意味合いもありますが、「ストレスのな
い生活」と言うと印象が良いのに、「緊
張感のない生活」と言うと途端に印象が



図 2. 10　パズルフィーダーに取り組むオラン
ウータン。ベルリン動物園にて。
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介な課題です。なお、人間での常同行動（常同症）は知的障害や痴呆症、薬物
の副作用などによる異常行動を指すので、意味が違うとご理解ください。
　そこであらためて環境エンリッチメントですが、典型的な方法として知られ
るのがパズルフィーダーというエサを取りにくくする装置です（図 2. 10）。エ
サを取りにくいのはストレスですが、夢中になってがんばるとエサが出てきま
す。このように夢中でがんばる「フロー状態」をつくりだすことが、環境エン
リッチメントの手法の 1 つです。行動の選択肢を増やすのも重要なので、夜間
も自由に展示場と出入りさせるなどさまざまな手法があります。いろいろなや
り方があって動物の個体によっても効果が異なるので、大切なのは行動観察と
試行錯誤で、その順序を整理した S

ス パ イ ダ ー

PIDER モデルという方法がよく使われま
す。環境エンリッチメントについて知りたい人は、市民 ZOO ネットワークや
S
シ エ イ プ

HAPE-Japan のホームページなどをご覧ください。
　動物福祉では「5 つの自由」や「5 つの領域」などの考え方が提唱されてお
り、ストレスと並んで重視されるのが痛みです。痛みを感じるのも進化の結果
ですから、肉体的なダメージを早期発見して重症化を防ぐといった価値があり
ます。逆に痛みを感じられない「無痛症」は人間では難病にも指定されます。

　一方の常同行動は、本来やりたかっ
たこと（例：ひたすら長距離を歩く）
ができない代わりの行動（代償行動）
で、そのほうが心地よいために定着し
てしまった状態です。動物自身は快適
なのでハムスターの回し車は悪くない
のですが、ペット化（家畜化）したハ
ムスターならともかく、野生動物に回
し車を入れるのは不自然です。動物園
には、動物の心身に負担のない状態を、
人間が見て不自然でない形で実現する
ことが求められます。とくにホッキョ
クグマは普通のクマなら冬眠するとこ
ろ、なにも食べずに歩き続ける「歩く
冬眠」をするので、これはきわめて厄
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厄介なのは、痛みを表現して助けを求めるのが人間やイヌなどに限られること
です。多くの野生動物では、痛いからと助けを求めても意味がないどころか、
弱みを見せると攻撃を受けやすくなるので隠して当然なのですが、ここで 2 つ
の問題が出ます。1 つは動物の痛みを発見するのが困難なことで、普段とのち
ょっとした違いを見抜く観察眼が求められます。2 つめは痛みに対する忌避感
の違いです。ハズバンダリー・トレーニングの事例でボノボの採血を紹介しま
した。少しばかりおいしい物がもらえるからといって、採血されるのを承知で
すすんで腕を出すボノボの気持ちは私には理解できないのですが、ボノボから
見ればそんな私の気持ちのほうが理解できないでしょう。このボノボと私とで
は、採血の痛みとおいしい物の優先順位が違うのです。
　これは難解な話ですが、私たち現代人の痛みに対する忌避感の強さは多くの
動物、それに麻酔が普及する前の人類にも理解できない可能性があります。そ
もそも、人や動物が痛みをいやがるからといって、痛みをゼロにすべきだと主
張することには誤りが含まれます（「自然主義的誤

ご

謬
びゆう

」と呼ばれます）。ここで
は、まず動物福祉の目的はあくまで生活の質（QOL）を高めることであり、
ストレスや痛みをゼロにすることではないと確認しておきましょう。なお、「5
つの領域」の考え方についてくわしくは、『世界動物園水族館動物福祉戦略』
をご覧ください。
　飼育にあたって考えるべきことをいろいろと紹介しましたが、ここで 1 つ角
度を変えてお話しすると、かりにあなたが飼育員だとして、動物のためにどん
なに努力しても、動物はあなたに給料を払ってくれません。あたりまえと思わ
れるでしょうが、これはきわめて本質的な話なのです。くわしくは第 5 章で扱
いますが、お金という形が重要なのではなく、意識的に対価を提供することが
合意形成の問題だからです。これは、人間とそれ以外の動物の関係を考える際
の基盤となる問題なのです。
　最後に、QOL を考えるうえで避けて通れない安楽殺の問題に触れておきま
しょう。欧米の動物園では、老齢などで回復の見込みのない動物は速やかに安
楽殺するのが「人道的」として積極的に処置されます。『幸せへのキセキ（原
題 We Bought a Zoo）』というハリウッド映画には、高齢のトラの安楽殺をた
めらい、お金は出すから治療を続けようと主張する園長に対して、飼育責任者
が「とても見ていられない」「感情に流されるなんて失望した！」と激しく怒
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る場面があります。けっきょくこのトラは安楽殺されるのですが、ここに見ら
れるのは彼らなりの感情の衝突であり、動物が苦しむ姿を見ることに耐えられ
ないという感情が（動物福祉の理論上も）優先されるのです。一方、日本では
寝たきりになった老齢動物なども最期までケアして看取るほうが美徳とされる
傾向があります。一時期は立てなくなった野毛山動物園のラクダの「ツガルさ
ん」や、義足に挑戦した大森山動物園のキリン「たいよう」、難産により障害
のある釧路市動物園のアムールトラ「タイガ」と「ココア」のような事例は、
欧米では考えにくいのです。QOL と安楽殺の問題はペットのイヌやネコにも
つきまといますが、究極的にはどちらが正しくどちらがまちがっているとは言
えず、それぞれの人間と動物の関係性に照らして個別具体的に考えるべきでし
ょう。私がそう考える理由は第 5 章に持ち越すとして、ここでは「野生動物は、
生を淡々と受けいれ、死も淡々と受けいれ、死んでいく」という坂東さんの言
葉を紹介しておきます。

2. 3　収集と保全、調査研究

　現在では飼育展示している動物はほとんど動物園生まれですが、50 年ほど
前までは捕獲された野生動物を購入するほうが普通でした。第 1 章で述べたよ
うに、この変化の背景には貴重な野生動物を捕獲することへの批判と自戒があ
り、WAZA や CPSG といった団体が関わっています。日本では JAZA の生物
多様性委員会が動物ごとの種別計画や血統登録を統括しています。第 1 章で紹
介したように「種

しゆ

の保存」とも言いますが、じつは重要なのは「種」ではあり
ません。そもそも動物の「種」という単位は人間が決めた便宜上の区分なので、
どういう基準で区分するのが適切かはいろいろな考え方があります。なお、私
たちが「種」という単位をしっかりした基準だと思いがちなのは、ホモ・サピ
エンス（Homo sapiens）以外のヒト属が生き残っていないという事情があり
そうです。しかし、じつは白人と黄色人種にはネアンデルタール人（Homo 
neanderthalensis）の遺伝子が混じっているのに対し、黒人には混じっていな
いという話があり、ネアンデルタール人をホモ・サピエンスの別種と見なすか
亜種と見なすかという議論もあるほど、簡単には決められないのです。
　それでは、動物園はなにを重視して取り組めば良いのでしょうか。生物多様
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性の保全には、大きなほうから生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性の
3 つのレベルがありますが、動物園で重要なのは遺伝的多様性の保持で、野生
由来の「ファウンダー（創始個体）」が持っていた遺伝子をできる限り引き継
ぐ努力が求められます。動物園の動物の多くは両親から遺伝子を受け継ぎます
が、これは親が 1 頭の子に引き継げる遺伝子は半分だけということです。です
から、多くの子を残してもらうことがまず重要で、1 つの動物園で飼育できる
動物の数には限界があるので、動物園どうしの協力が不可欠です。ただ、地域
間の動物移動は手続きがたいへんで動物の負担も大きいので、米国では AZA
の SSP（Species Survival Plan：種 の 保 存 計 画）、欧 州 で は EAZA の EEP

（EAZA Ex situ Programmes：EAZA 域外保全プログラム）といった地域単
位の取り組みが基本になります。さらに、世界規模での取り組みが必要な動物
のために WAZA が行なっているのが GSMP（Global Species Management 
Program：国際種管理計画）です。
　なお、AZA が SSP を開始する前の 1974 年から国際種情報機構（略称 I

アイシス

SIS／
現在は Species 360）が活動しており、動物の血統はもちろん治療情報なども
含む巨大データベースをつくっています。以前は英語でしか使えず、日本の加
盟動物園も少数でしたが、インターネットが普及して動物学的情報管理システ
ム（略称 Z

ジ ム ス

IMS）が登場し、日本語でも使えるようになりました。種の保存の
ためには、まず地域単位の動物たち（飼育個体群）の情報を集めて、遺伝的多
様性を保持する種別計画をつくります。これを個体群管理と言いますが、種に
よっては百頭・千頭単位になるので、オス・メスの組み合わせの検討などはデ
ータベースや分析ソフトを使わなければ、とてもできません。
　とは言え、前節で見たようにオス・メスを同居させて繁殖させるのも簡単で
はありません。そこで進められているのが繁殖のための調査研究で、たとえば
フンや尿からホルモンを測定して繁殖サイクルを見極めます。外見での性別判
定がむずかしい鳥類などは遺伝子の分析も行ないます。このような研究は大学
などの研究者との連携によって進められ、今では東京都の野生生物保全センタ
ー（多摩動物公園内）や横浜市の繁殖センター（よこはま動物園ズーラシア併
設）のように分析装置を使える組織もできました。精子や卵を凍結して保存す
る冷凍動物園の取り組みもあります。
　さらに、近年さかんになってきたのが動物福祉のための調査研究で、行動観



図 2. 11　左前足（足首）にデータロガーをつけた天王寺動物
園のフタコブラクダ「ジャック」。高齢で立てなくなると衰弱
するので活動量を増やす取り組みを行ない、エンリッチメント
大賞 2020 奨励賞を受賞した。（写真提供：天王寺動物園）
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は飼育に直結する分野で始まり、大学などの研究者との連携も進みました。た
だし、動物園と研究機関との連携もなかなか一筋縄ではいきません。本質的な
むずかしさとしては、研究者はつねに新しい挑戦を求められるのに対し、動物
園では恒常的な飼育繁殖が求められる点があげられます。つまり、初期の技術
開発段階では双方のメリットは一致するのですが、そこから先は動物園側が引
き受けないと維持がむずかしいのです。しかし、日本では動物園側の組織や施
設を拡大するのも容易ではありません。動物園の 4 つの目的には「調査・研
究」がありましたが、実態はお寒いと言わざるをえないのが日本の現状です。
　ここには日本の特殊事情もあります。欧米の動物園の多くは Zoological So-
ciety という組織からスタートしています。これは通常「動物学協会」と訳し
ますが、「動物学会」とも訳すことができ、研究者がいて当然の組織なのです。
第 1 章でも触れたように欧米の動物園のキュレーター（curator）や園長（di-
rector）には動物学で博士や修士などの学位を取得した人が多く、彼ら自身が
研究者のネットワークに参加しています。キュレーターは日本の動物園なら飼
育課長に相当しますが、欧米の動物園では公募が多く、この際に学位が求めら
れます。欧米の動物園は、伝統的に動物学者に職場を提供してきたのです。
　この点、自治体が運営する日本の動物園はどうしても後手に回ります。第 1
章でも触れたように石田さんは広島市安佐動物公園のオオサンショウウオの調

察などによって動物の状
態を見極め、環境エンリ
ッチメントの効果を確認
するといった取り組みが
行なわれています。展示
場や寝部屋にカメラをつ
けて行動分析したり、デ
ータロガーという記録器
を動物につけるバイオロ
ギングという手法も使わ
れます（図 2. 11）。
　このように日本の動物
園での調査研究は、まず



第 2 章　現代日本の動物園　39

査研究を「スタッフの強力なボランティア精神が生み出した例外的な存在」と
評しましたが、そもそも研究者は公務員のように勤務時間で働いてはいません。
私は公務員から大学教員に転職しましたが、市役所の本庁勤務時代は仕事と別
に動物園ボランティアや動物園研究をやる形で公私の区別がありましたが、大
学教員となった今は仕事や研究に関わらない日がほとんど消えました。私の時
間の使い方が変わったのではなく、とらえる枠組みが変わったからです。研究
とはそういうもので、公務員的な仕事のやり方とはそもそも相性が良くないの
です。これは「内発的モチベーション」の話なので、第 5 章であらためて説明
します。
　このような違いは、野生動物の特性や生息地の状況の理解、そして保全への
参画において大きな足枷

かせ

になっています。休日に自費でアフリカなどに行って
野生動物の見学ツアーに参加する動物園職員は少なくありませんが、生息地で
フィールド調査をしたり、学会で研究者と交流できる動物園職員は少ないので
す。ですから、研究者がフィールドでなにをしていて、動物園はなにを支援で
きるのか感覚的に理解するのはハードルが高くなります。
　一方、飼育関連や動物学以外にも、教育やマーケティング、展示のあり方な
ど動物園が調査研究すべきものはじつに多いので、すべてを動物園がやるのは
とても無理です。そこで石田さんが提案しているのは職員を「連携のためのカ
ウンターパート」と位置づけ、外部の専門家とのつなぎ役に育てることです。
もちろん、つなぎ役をやるためには、相手の言っている意味をある程度は理解
しないといけませんから、それなりのバックグラウンドと理解力、なによりも
コミュニケーション能力が求められます。
　その意味でも、やはり動物園はなんらかの形で生息地と関わることが重要で
す。実際問題として、現在でも野生由来の動物はいます。たとえば、モグラは
昔に比べてずっと長期飼育できるようになりましたが、まだまだ動物園で世代
を重ねる累代飼育はできません。一方で、シカやイノシシのように有害駆除し
ている動物をはじめ、持続的に収集できる動物もいます。動物園ではこのよう
な動物は多くありませんが、水族館では、むしろそのような動物のほうが多い
ことにも留意すべきでしょう。海外でも生息地で保護される動物は後を絶たず、
対応に困っていることもめずらしくありません。野生復帰できない個体を飼育
し続ける場合、現地の不十分な施設で飼育し続けるよりも、国外の施設に移送



図 2. 12　カンムリシロムク（学名 Leucopsar rothschildi）。イ
ンドネシアのバリ島にだけ生息し、現地語では「ジャラック・
バリ」とも呼ばれる。
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して保全に必要な資金を集めたほうが良いといったケースは十分にありえます。
重要なのは、動物園が生息地に目を向け、それぞれの動物の状況を把握し、ど
の動物なら収集しても大丈夫か判断できることです。もちろん、捕獲や輸送に
おいては動物福祉の面でも細心の注意が必要です。
　野生由来の動物を購入する場合には、取引相手を選び、利益が生息地に還元
されているか配慮することも必要です。生物多様性によって得た利益をどう分
配すべきかは、国際会議で先進国と途上国の議論にもなりますが、生息地の
人々が生物多様性の対価を得られなければ保全に協力してもらうことはむずか
しく、生息地破壊は止まりません。とある本には、動物を捕獲するキャッチャ
ーは現地の人だが、動物を買い取って国外で売るシッパーはほとんどが欧米人
で、絶対にキャッチャーには国外での販売額を教えないとあります。教えたら
殺されかねないので現地では利益が少ないように振る舞って「毎日が噓、噓、
噓の連続で生きている」というのですが、これは生物多様性に由来する利益の
分配という点で明らかに是正が必要です。少なくとも、動物園たるものはこの
ような悪徳シッパーに利益を与えない仕組みを確立しなくてはいけません。
　動物園が単独で生息地に深く関与するのはむずかしいかもしれませんが、日
本国内では環境省と JAZA が連携してライチョウやツシマヤマネコの域外保
全を進めています。とくにライチョウなどの鳥は、卵を巣から収集すると親鳥
が次の卵を産むので、生息地にほとんど負荷をかけずに域外保全を進められま
す。このように国内の関係機関と連携を深めながら、手の届くところから少し

ずつ生息地に関わること
が大切でしょう。
　ここで日本の動物園の
成功事例を紹介すると、
横浜市の繁殖センターは
インドネシア政府や現地
の動物園と連携し、国際
協力機構 J

ジヤイカ

ICA の支援も
受けてカンムリシロムク
の野生復帰事業に大きく
貢献しました（図 2. 12）。



図 2. 13　上野動物園のゴリラ。隣のスマトラトラなどと合わ
せた「ゴリラ・トラの住む森」は、東京都のズーストック計画
の目玉施設。（さとうあきら撮影）
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カンムリシロムクは個人飼育のために乱獲され、IUCN のレッドリストでもっ
とも絶滅に近い近絶滅種（CR）に指定されています。横浜市繁殖センターは
この鳥を 100 羽単位で飼育繁殖することに成功し、インドネシアにおける野生
復帰個体の確保に貢献するのみならず、飼育個体群の管理方法などの技術支援
も行ないました。さらに、来日した研修生に日本のトキの事例を紹介するなど
生息地に暮らす人々との協力の大切さも学んでもらいました。そして、現地の
国立公園職員と住民が連携した結果、密猟もほぼなくなって、大きな進展が見
られたのです。
　この他、日本ではめずらしく海外の生息地に動物園関係者が積極的に関わっ
ている団体として、ボルネオ保全トラスト・ジャパン（略称 BCTJ）があげら
れます。オランウータンの飼育担当者が現地に行って、野生のオランウータン
が川を渡るための吊り橋を使い古した消防ホースでつくったり、保護されたボ
ルネオゾウのためのレスキューセンターを建設しており、この本で何度も登場
している石田さんや坂東さんが関わっています。
　一方で飼育繁殖がうまく進むと、今度は飼育スペースの限界が問題になりま
す。そこで、JAZA は優先的に飼育すべき動物種を選んで JAZA コレクショ
ンプラン（略称 JCP）にまとめました。JCP ができたのは最近ですが、同様
の動きは東京都の動物園がズーストック計画を始めた 1989 年からありました。
それ以前は、上野動物園にも多摩動物公園にもゴリラ、オランウータン、チン
パンジーがいましたが、ゴリラは上野に、他の 2 種は多摩に集約しました（図
2. 13）。そして、上野は
ゴリラの運動場を 2 つ造
って群れづくりを始め、
多摩には国内随一の充実
したオランウータン舎を
造ったのです。他の動物
も同様で、トラは上野が
スマトラトラ、多摩がア
ムールトラと分担しまし
た。この 2 つはトラの亜
種のなかでも野生の生息
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数が少ないからです。全国の動物園もこれに呼応して、生息数の多いベンガル
トラからの切り替えが進みました。第 1 章で述べたように、このような流れの
なかでブリーディングローン（BL）が普及したのです。
　それでも残る頭の痛い問題が「余剰個体」です。この問題は、オスとメスが
同数生まれるのに、野生では繁殖に参加できないオスが多い動物には必然的に
つきまといます。簡単に言えば、オス 1 頭・メス 2 頭ならごく自然の状態なの
に、オス 2 頭・メス 1 頭だとオスどうしが大ゲンカして飼えないのです。これ
はゾウやゴリラ、キリンやシマウマといった群れで暮らす草食動物でも普通に
起きます。余剰個体の問題に対して、安楽殺という手段が検討されることもあ
ります。理屈だけで語れば、すでに十分な個体数がいる場合、弟が生まれた段
階で兄が余剰になるので安楽殺するのが“合理的”となります（世代間隔は長
いほうが遺伝的多様性を保持しやすいからです）。しかし、2014 年にコペンハ
ーゲン動物園（デンマーク）が行なったキリンの安楽殺は、国際的な問題にな
りました。デンマークは畜産大国で国内世論は同園に理解を示したようですが、
国際的にはとくに米国での反発が強く、同園の責任者に悪質ないやがらせ（殺
害予告）が送りつけられるなどの騒動になりました。なお、欧州にはゾウやゴ
リラのオス群れを引き受ける動物園があります。メスがいない状態でオスだけ
飼育すれば、少なくともゴリラはうまくいくことが知られています。オス群れ
がうまくいかない動物は、スペースを区切って飼育するしかありません。余剰
個体問題が行き着く先は、スペースとコストの問題なのです。
　このように動物園生まれの動物があたりまえになった今、新たな問題も出て
います。とくに飼育スペースの問題は施設のリニューアルに直結します。古い
施設を使い続けることは、動物福祉上も保全（種の保存）のうえでも問題が多
いのです。

2. 4　レクリエーションと教育、パブリック・リレーションズ

　第 1 章で紹介した 4 つの目的には「種の保存」「教育・環境教育」「調査・研
究」「レクリエーション」が並んでいました。このうちの「種の保存」と「調
査・研究」を前節で扱ったので、この節では「教育・環境教育」と「レクリエ
ーション」を扱います。


