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保　全　へ　の　取　り　組　み総　　論  |  前　　文 総　　論  |  推薦の言葉

各地域協会を通じて、世界動物園水族館協会（WAZA）に加盟する世界の動物園・水族館には、年間7億人を超える人々が訪
れていることから、動物園には、一般市民を保全活動にまきこむ、またとない舞台が用意されています。

また、動物園がその生物コレクションを通じて、保全研究に大きく貢献していることは、よく知られています。行動科学から
来園者の学習まで、動物園・水族館で行われている幅広い研究には、目を見はるものがあり、それが保全にもたらしている効果
も周知のところです。こうした研究は、絶滅の危機に瀕している種の保護、保全において、不可欠なものとなっています。

しかし、すでにある絶滅の危機は、いうまでもなく、私たちが直面する世界的な保全問題の規模や緊急性を考えると、動物
園・水族館が園館内でのみ保全の重責を担っていくわけにはいかないでしょう。

こうしたことから、WAZAがまさしくタイムリーに重要な書として、この「保全への取り組み：世界動物園水族館保全戦
略」を発表したことは、喜ばしいかぎりです。本書には、動物園・水族館が野生での保全の支援に果たせる重要な役割が述べら
れています。

本戦略は、野生での保全との結びつきをよく理解した来園者は、動物園・水族館の活動を支援する可能性が高いということ
を、再認識させてくれるすばらしいものです。また、実践者が動物園・水族館の世界と野生との橋渡しに尽力する際に利用でき
る、重要なツールともなります。

この最前線では、すでに多くの活動がなされています。いくつかのWAZA加盟園館は、フィールドベースの保全に不可欠な
経済的支援を提供しており、毎年、野生生物の保全に多大な投資が行われています。本戦略は、こうしたアプローチを拡張する
とともに、危ういほど広がっている保全資金の不均衡に動物園・水族館が対応する上で、役立つビジョンと実用的なツールを提
供するものです。   

光栄にもWAZAは、1949年よりIUCNに加盟しており、IUCN世界種プログラム、IUCN種の保存委員会、IUCN絶滅危惧種の
レッドリストの主要パートナーとなっています。

WAZA加盟園館ならびに志を同じくする他の動物施設には、本戦略を採用して、その豊富な知識と一般市民をまきこんでいく
可能性を、より大きな保全の使命に十分にいかしていただきたいと思います。

 Inger Andersen
 国際自然保護連合（IUCN）事務局長
 2015年6月

地球の生物多様性は、野生生物の違法取引や気候変動、生息環境の悪化により高まる脅威に直面しています。これらの脅威に
共通しているのは、いずれも人間である「私たち」に関係があり、だからこそ、流れを変える力と責任は、私たちにあるという
ことです。世界動物園水族館保全戦略は、フィールドでの種の保全の重要性を強調するだけでなく、野生とはかけ離れた人々を
もっと保全活動にまきこんでいくことで、動物園・水族館が重要な役割を果たせることを示しています。

 Achim Steiner
 国際連合環境計画（UNEP）事務局長

動物園・水族館は、単なる外国産動物の見世物から、研究、教育、保全を重視したものへと進化し、現在では、いくつかの極
めて重要な役割を果たすまでになりました。WAZAは、「Biodiversity is Us（生物多様性、それは私たち自身です）」キャンペ
ーンを通じて、生物多様性を守ることの重要性とその保全や持続可能な利用にむけて個人ができることを一般市民に教示し、国
連生物多様性の10年（2011～2020年）の目標、ならびに愛知生物多様性目標の達成を支援しています。世界動物園水族館保全戦
略では、生息域外および生息域内での保全に関して、包括的な「ワンプランアプローチ」が採用されています。動物園・水族館
の果たす役割は、拡大しており、生きものに対する正しい理解や共感、知識をつちかうだけでなく、中でも種の絶滅を阻止する
一助となり、重要な研究の場を提供することによって、保全の中核をなしています。今ある世界的な環境への脅威にともない、
こうしたことは、これまで以上に重要性を増していくと思われ、動物園・水族館は、専門的な機関として、世界規模の保全構想
を支援し、積極的な野生生物群の保全へと社会をまきこんでいく入口になります。

 Braulio Ferreira de Souza Dias
 生物多様性条約（CBD）事務局長

世界動物園水族館保全戦略は、世界の動物園・水族館が野生動物の保全に果たす役割を強化するべく包括的指針を示した、タ
イムリーかつ有意義なものです。CITESとWAZAは、2011年に覚書を締結して、CITESの履行を支援する長期的な協力体制を
正式なものとしました。WAZAとその加盟園館は、動物の繁殖、飼育、動物マーキング、追跡、生きた動物の輸送、フィールド
保全、持続可能な利用、教育、研修、研究といった分野の専門知識を有しており、いずれもCITESには、とりわけ関連のあるも
のです。明らかにWAZAには、関係者への実際的支援、ノウハウの共有、能力構築などを通じて、CITESの強化に役立つ大きな
可能性があります。本戦略がこうした分野にふみこんだビジョンと提言を示しているのを喜ばしく思うとともに、今後もさらに
実際的な指針を示してくれることを期待します。

 John E. Scanlon
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（CITES）事務局長

CMSは、絶滅の危機に瀕した移動性野生動物種に対する意識啓発において、動物園・水族館が果たしてくれる役割をありが
たく受け止めています。国際的野生生物保全の重要性に対するコミュニティの理解を深めることは、過去数年間にわたるCMS
との共同作業でWAZAが果たしてくれた重要な役割です。WAZAとCMSの共同プログラムには、2009年の国際ゴリラ年や2011
～2012年の国際コウモリ年といったキャンペーンがありました。世界動物園水族館保全戦略は、動物園・水族館が世界的な移動
性種の保全においてさらなる貢献を果たすには、不可欠なものであり、WAZAのこの重要なはたらきに感謝しています。 

 Bradnee Chambers
 移動性野生動物種の保全に関する条約（CMS）事務局長
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保　全　へ　の　取　り　組　み総　　論  |  推薦の言葉 総　　論  |  要　　旨

このたび、世界動物園水族館協会（WAZA）は、責任表明を更新、刷新し、動物園・水族館コミュニティは、保全によるプ
ラスの成果の創出にいっそう努力する必要があるとしました。保全への取り組み：世界動物園水族館保全戦略は、簡潔で説得力
があります。目的は、園館のリーダー、職員、支援者を感化して、無情ともいえる野生生物と生息地の損失という流れの阻止に
つながる、多角的でさまざまな活動への知的かつ財政的投資を促進することにあります。動物園・水族館は、世界中に膨大な数
の観衆を有することから、プラスの変化をもたらす独特の位置づけにあると長くいわれてきました。あまり言及されていません
が、もっと力強く効果的に行動することができなければ、園館の存続と繁栄を可能にするビジネスモデルや社会的立場がおびや
かされることになります。本戦略では、他の資源へのリンクや保全の成功事例も提供しているため、これらを参考にして、動物
園コミュニティが最高の保全へのアプローチを明示、計画、実施し、持てる力を最大限に発揮することができます。2015年版
世界動物園水族館保全戦略は、他のグローバルな保全戦略や構想がより効果的に統合されており、動物園・水族館が競争ではな
く、志を同じくする他の団体や機関と協力する意欲をひきだすものになっています。いまこそ、動物園・水族館は、その影響力
を最大限に発揮し、野生生物と生息地を救済する取り組みにおいて、真の保全リーダーとなるべきです。    

 Lee Ehmke
 世界動物園水族館協会（WAZA）会長
 2013－2015年

ラムサール条約は、世界動物園水族館保全戦略の発行をお慶び申し上げます。ここには、気候変動に直面する世界の主要な環境
保全問題への取り組みに役立つ、最良の実践方法が豊富にもりこまれています。WAZAの「Biodiversity is Us（生物多様性、それ
は私たち自身です）」キャンペーンのように、心をつかむキャンペーンは、新しい仲間をつくる上で重要であり、信念をもつ少数
が属する世界の外側にも同志を増やす必要があります。この地球の美しさを広く一般市民に説き、老若男女を感化して、種の保全
とよりよい条件下での野生復帰につながる取り組みへの支援をひきだす活動が、大成功をおさめますよう、お祈りいたしておりま
す。今後の活動で湿地の重要性がうきぼりになるよう、協力したいと考えており、野生動物や飼育動物の救済に熱意を注ぐ、あら
ゆる個人と団体に感謝します。これは、正しい行動である上に、まさしく生物界が私たちに求めている行動です。

 Christopher Briggs
 ラムサール条約事務局長

ICOM NATHISTは、動物園・水族館がフィールド保全や種の存続に果たす中心的役割を認めて、WAZAと戦略的パートナーの
関係にあります。動物園・水族館と同様に、自然史博物館も本来、生物系の標本を示して来館者の体験を創出することになってい
ます。のみならず、野生生物保全の精神を一般市民の間に広める重要な機会においても協力しあっています。世界動物園水族館保
全戦略は、健全な生態系と環境の持続可能性を推進する世界的な取り組みに大きく貢献するものです。本戦略の強みのひとつは、
保全活動を日常業務のあらゆる場面に組みこむことを推奨している点です。内外の利害関係者に対するメッセージには、一貫性が
あるため、信頼性が高く、広く一般の理解も得られます。本戦略は、世界的な決意表明としてタイムリーなだけでなく、極めて必
要なものです。協調行動をもって初めて、十分に強いメッセージを表明し、目に見える効果を上げることができるのです。

 Eric Dorfman
 国際博物館会議 自然史博物館・コレクション委員会（ICOM NATHIST）委員長、カーネギー自然史博物館館長 

コンサベーション・インターナショナルは、世界動物園水族館保全戦略に心から賛同します。本戦略は、動物園・水族館が飼育
する種のみならず野生種の保全にも取り組む証となります。現に私は、野生と檻の中を別個のものでなく、連続体と見なしてお
り、その上で、あらゆる活動を展開して、長期的な保全の成功をおさめる必要があると考えています。動物園・水族館は、地球上
のあらゆるもののために、より健全かつ豊かで、生産的な地球の構築に貢献するという、共通の課題に挑んでいます。

 Russ Mittermeier
 コンサベーション・インターナショナル副会長 

ワタボウシタマリン
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総　　論  |  動物園長・水族館長へのアピール

前回WAZA保全戦略を発行した、2005年以降に判明した重要な事実は、
動物園・水族館が野生動物の救済に取り組んでいることを来園者が理解し
た場合に、園館に対する支援は、劇的に高まるということです。したがっ
て、動物園業界は、野生の種を守るという取り組みを示しながら、21世紀
最高の動物飼育と来園者体験を提供する必要があります。 

また、保全への取り組みは、私たちの事業に影響する法律の制定や執行
にたずさわる政府機関がいだく、動物園・水族館のイメージの向上にもつ
ながります。私たちの将来に直接影響する活動を管理、規制する、さまざ
まな機関の信用、信頼、支持を得ることは極めて重要です。

動物飼育を主要業務とする動物のプロとして、野生個体群保全への取り
組みの拡大を最優先することは、非常に重要です。これにより、私たちの
存在意義が際立つことはあっても、私たちが何者であるかは、変わりませ
ん。私たちは、フィールド保全の積極的なパートナーとなって、地域社会
や他の動物施設、同じような保全指向の組織と協力して活動しながら、形
式ばらない学習センターとして、来園者を感化し、自然界とつながりたい
という気持ちをひきだしています。園館は、魅力的な体験をもたらす文化
的観光資産です。学習と感化は、私たちが絶滅とたたかい、最終的には、
野生の生息地で動物を救済するための最初のステップにすぎません。人々
が考え方や行動を変え、模範的な保全主義者になるまでは、使命を果たし
たことにはならないのです。

 

動物の飼育と福祉の問題、予算と資金調達、当局や政府との関係、来園
者サービスと職員の問題、事業運営、メディアとマーケティング、設計、
施工など、園館のリーダーとして時間と配慮を要する問題は、たくさんあ
ります。その上、だれもが好景気と好天を望んでいます！容易なことでは
ありませんが、短期的な優先課題によって、長期的なビジョンや保全への
取り組みに支障を来してはなりません。それでなければ、未来はないので
す。 

動物園・水族館は、野生生物の保全において行動的なリーダーシップを
果たす必要があります。動物園は、フィールド保全の取り組みを支援しな
がら、環境に配慮した行動の転換をうながす持続可能なビジネスプランを
策定しなければなりません。このバランスのとれたアプローチこそが、野
生個体群に対する人的脅威に効果的に対処する唯一の方法なのです。

動物飼育を主要業務とする

動物のプロとして、

野生個体群保全への取り組みの

拡大を最優先することは、

非常に重要です。

ステップ 1：情報提供
定期的かつ継続的に、野生動物個体群の状況に関し
て、運営当局や職員を啓発し、減少を止める上で、だ
れもが顕著な役割を果たせることを示します。

保全リーダーシップへの7つのステップ

ステップ 2：使命
動物園・水族館のミッションステートメントと戦略プ
ランを更新して、各園館が野生生物の保全という、よ
り高次な目的のために存在するという宣言、各園館が
この取り組みに資源を投じるという誓約、そして職
員、コミュニティ、運営当局、寄付者の間に保全文化
を創出し、あらゆる人に目に見える変化を生み出す機
会をもたらすという計画をもりこみます。

ステップ 3：予算
WAZAによる保全の定義により、各園館が現在フィー
ルド保全に費やしているコストを評価し、同じような
地域の園館と比較します。

ステップ 4：財源
職員と協力して、フィールド保全プログラムに利用で
きる専用の財源を特定します。内部（運営予算やイベ
ントから）と外部（来園者、寄付者、または政府援
助）の両方から生じる財源とするのが理想です。

ステップ 5：パートナーシップ
動物や保全に対する情熱を同じくする他の動物機関や
保全団体、学習センター、政府機関、個人富裕層と協
力や提携して、資源を活用します。

ステップ 6：優先項目
保全を成功に導き、動物園・水族館の動物が野生動物
を救済する能力におよぼす影響を明らかに示すことが
できる種を特定し、優先します。財政面と職員の専門
知識をもって、各園館の組織的取り組みによって、そ
れぞれの動物をフィールド保全に結びつけます。

ステップ 7：コミュニケーション
各園館の取り組みと行動に関して、肯定的かつ先見あ
るコミュニケーションプランを策定します。しかるべ
き独立した広報担当者を育成し、来園者、より大きな
コミュニティ、社会に保全のストーリーを伝えます。

2014年版WWF生きている地球レポートの中の生きている地球指数
は、1970年から2010年までに世界の脊椎動物の個体群が全体で50%以上減
少していることを示しており、保全への取り組みを強化することがこれま
で以上に急がれています。園館のリーダーは、7つのステップで、動物園・
水族館を一般市民から尊敬され、信頼される保全団体へと進化させること
ができます。 

保全への取り組みを拡大するには、選択の余地が必要ですが、野生の種
の個体群と生息地が憂慮すべき状況にある今、保全への取り組みの拡大こ
そが、唯一の合理的、倫理的、かつ現実的な選択肢といえます。動物園・
水族館は、個々のビジネス戦略をよく見直し、一丸となることによって、
プログラムの幅広さでも、費用の規模でも、世界の野生生物の保全におい
て、最大の力のひとつとなることができます。保全リーダーシップへの7つ
のステップを実行すれば、世界規模で保全にむけて、年間10億米ドルを生
み出せるものと考えています。

本戦略に述べる先を見越した手法を用いて、一丸となることにより、最
終的に動物園は、「保全のパワーハウス」となる大きな可能性を手にし、
社会のあらゆる方面から広く尊敬されることになります。見返りが犠牲を
はるかに上回るのですから、取り組みに影をさすような疑問をさしはさむ
べきではありません。ともあれ、心から大切に思う種と生息地を救済する
時間が残っている今こそ、行動する必要があるのです。

Rick Barongi
WAZA保全・持続可能性委員会委員長
2015年WAZA委員を代表して

会長
Lee Ehmke, Houston (USA) 
次期会長
Susan Hunt, Perth (Australia)
前会長
Jörg Junhold, Leipzig (Germany)

Rick Barongi, Houston (USA) 
Kevin Bell, Chicago (USA) 
Lena Lindén, Hunnebostrand (Sweden) 
David Field, London (UK) 
Olivier Pagan, Basel (Switzerland) 
Pat Simmons, Asheboro (USA) 
Jenny Gray, Melbourne (Australia) 

本戦略には、業界に生じている外的、内的変化、そして私たちが守ろうとす
る絶滅の危機に瀕した野生生物への、先を見越した対処に役立つ最良事例が
豊富にもりこまれています。野生動物の救済に、より多くの資源をつぎこむ
ことは、正しい行動である上に、まさしく、地域や国際社会が私たちに期待
していることなのです。

「保全」 
（WAZAによる定義）

長期的に自然の生息地で種の個体群を確保すること。

マサイマラ、ケニア
動物施設は、野生動物と社会がつながり、

社会をまきこんでいく入口になります。



アフリカゾウ
オカバンゴデルタ、ボツワナ
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人間が自らの福祉を確保しようとするなら、
他の種の福祉を確保することが不可欠です。土
壌、大気、水の質は、野生動植物の個体群に影
響するだけでなく、結局のところ、人間の運命
も左右します。人口増加や継続的な環境汚染、
過度の天然資源開発、気候変動など、自然生態
系が直面する深刻な人為的問題に対処するに
は、迅速かつ効果的な措置を講じる必要があり
ます。人間の行為やさまざまなライフスタイル
の選択肢が、地球とそこに生息する生命体をお
びやかしています。世界の野生生物の多様性を
維持するには、人間がその生き方や知識とスキ
ルの使い方を変えなければなりません。

しかし、野生生物や野生環境のために行動を
変える上で必要とされる、社会的、政治的な意
識を高め、維持するのは、極めて難しいとされ
ています。多くの人は、種と生息地の保全は、
本質的に価値があることと考えていますが、生
きている動植物を守る重要性について、説得を
要する人もいます。求められる考え方や行動の
変革を達成する鍵となる戦略は、一般市民を再
び自然に結びつけることです。人々を感化し
て、地球上の生物はもろいこと、地球上の生物
を構成する種は、依存しあって存続しているこ
と、人間の存続は、自然生態系における種の個
体群に依存していることを理解してもらわねば
なりません。また、種の保全には、経済的価値
があることも明らかにする必要があります。生
物の多様性が豊かになるほど、医学的発見や経
済発展、地球気候変動の懸念される影響に適応
した対応の可能性も広がります。

動物園・水族館の役割
動物園・水族館（専門家により認められた動

物コミュニティの認定を受けているか、あるい

動物園・水族館は、

動物の管理と飼育にともなう

責任を喜んでひきうけます。

•	 園館において、最高品質の野生生物の飼育管理を
提供する

•	 野生での種の保護・保全に向けた集中的な野生生
物管理手法を開発し、適合させる

•	 保全をめざした社会・生物学的研究を支援する

•	 保全に関するよりよい成果が得られるように、コ
ミュニティ行動が変わることをめざした教育プロ
グラムを用いて、指導、支援、協力を行う

•	 遺伝的および個体群統計学的な支援が必要とされ
る種の個体群が野生で存続するためには、動物施
設を利用する

•	 動物個体群、動物施設、環境の管理における持続
可能な手法を推進、実証する	

•	 絶滅が加速し、生態系サービスが低下する中で、
社会が直面している課題について話しあえる公の
場を提供する

•	 最高の知識と施設で野生に返せるまで飼育するこ
とにより、即時支援を必要とする絶滅危惧種の救
護と野生復帰のセンターとして活動する

•	 フィールド保全に知的・経済的資源を提供する主
たる貢献者であること

•	 倫理・モラルにおけるリーダーシップを発揮する

 私たちには、次のような義務があります。

世界の動物園・水族館に
毎年7億人をこえる

人々が来園

W A Z A の 業 績

世界の300をこえる園館が
WAZAに加盟

野生生物の保全に
毎年3億5,000万米ドル超を

投入

ビ　ジ　ョ　ン

世界動物園水族館協会（WAZA）は、動植物のケアと保全のために
団結した動物施設の世界的なコミュニティを代表するものであり、
この地位は、地方や世界の植物園、博物館、保護区、関係コミュニ
ティと共有されます。保全の成功は、人間を含むあらゆる種が健全

かつ持続可能な生態系で繁栄すること、すなわち、種の個体群が
長期にわたり自然の生息地で保護されることを意味します。

保　全　へ　の　取　り　組　み

は指定をされている会員）は、種と生態系の
保全を成功に導くことができる特別な立場にあ
ります。動物園では、広範かつ多様な種の個体
群を飼育しているため、多くの来園館者をひき
よせ、自然を間近で見せることにより、楽しま
せ、感化することができるのです。

コミュニティとして結集した動物園・水族館
の社会的、政治的、経済的パワーと、膨大な数
の来園者がもたらす効果は、強力なものとなり
ます。動物園・水族館は、幅広い層の一般市民
から信頼と信用を獲得し、あらゆる年齢層の来
園者に楽しみをあたえ、知性を刺激する場を提
供しています。世界中の国や地域の協会に加盟
する動物園・水族館には、毎年、約7億人が訪れ
ています。

すべての来園者に、地球上の生物に対する強
いときめきや大切にしたいという思いをうえつ
けることにより、野生生物をケアし、保護する
という約束を実行するための強固な基盤が生ま
れます。動物施設は、社会科学的根拠に基づく
取り組み方を採用して、環境を配慮する行動に
影響をあたえることができる特別な立場にある
のです。本戦略は、指針とアイデアを提供する
ほか、動物園・水族館が野生生物のために社会
的かつ政治的意思の向上という課題に対処し、
あらゆる機会に乗じてさらに力を発揮できるよ
うに設計された、一連の手法も用意していま
す。

これを実現し、世界的な保全への努力の有効
性を高めるために、ワンプランアプローチを採
用する動物園・水族館が増えています。この保
全計画枠組みは、世界的な動物園・水族館業界
のエキスパート、地域コミュニティの代表者、
政府機関、野生生物管理者、保全組織、科学者

モーリシャスチョウゲンボウ
モーリシャス島
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保　全　へ　の　取　り　組　み

などを結集して保全戦略を策定することにより、生存能力のある種の個体
群が、健全な生態系で繁栄するという、共通の目標を達成するものです。
ワンプランアプローチにより、利用できるあらゆる資源を投入して、各タ
ーゲット種に関して、ひとつの包括的な保全計画を策定します（「個体群
管理」参照）。この統合型のアプローチによって、より包括的な行動がも
たらされ、種の保全の革新が進み、動物施設間や他の保全団体との共同作
業が活発化して、気候変動に対する適応性の向上も可能になります。

動物園・水族館は、統合型保全のモデルになることができ、そうなる必
要があります（「保全文化の創出」参照）。また、動物園・水族館のプロ
フェッショナルは、動物飼育のスペシャリスト、保全活動家、教育者、伝
達者、野生動物保護主義者、科学者として、変化をもたらす強力な主体と
なり、ワンプランアプローチの幅広い適用をうながしていかねばなりませ
ん。各園館は、持続的に運営するプロフェッショナルな保全組織という役
割をひきうける必要があります（「現代の保全組織と動物福祉」参照）。
この責任を果たすことが、これまでになく重要となっています。

また、ワンプランアプローチでは、動物施設で管理される動物が保全の
役割を果たして、野生動物に恩恵をもたらすことが要求されます（「野生
種の救済」参照）。ワンプランアプローチは、動物園・水族館の研究者
と、野生個体群に直接はたらきかける科学者や保全活動家を結びつけ
ます（「科学と研究」参照）。同様に、教育や能力構築の取り組みは、
動物園・水族館から始まり、社会における保全に向けた行動変化に影響を
あたえるところまで拡大します（「関与すること―保全に対する行動変化
への影響」参照）。動物施設は、一致協力し、他の保全組織と効果的に提
携、協力して、生物多様性の保全に関する効果を評価し、これを主導して
いく必要があります。

両生類の箱舟（AArk）、国際自然保護連合（IUCN）種の保存委員会
（SSC）の両生類専門家グループ、両生類保全連合（ASＧ）、両生類保
全同盟（ＡＳＡ）のパートナーシップは、ワンプランアプローチの一例で

愛知生物多様性目標す。これらの組織の共通のビジョンは、「野生での両生類の安全確保」で
す。この共通のビジョンの達成にむけて、世界規模の動的なパートナーシ
ップを通じて、両生類とその生息地を守る（ASA）、世界中の効果的な両
生類保全行動について伝える科学的基盤を提供する（ASG）、自然環境で
は、現在保護できない種に重点をおきながら、両生類種の存続と多様性を
確保する（AArk）といったそれぞれの使命が相乗的に作用しています。世
界中のASGメンバーは、AArkの国別の保全必要度評価（CNA）や両生類
に関するIUCNレッドリストに知識を提供しており、CNAで保証個体群に
関して優先度の高い種を特定し、AArkは、動物園などの国内組織と協力し
て、この個体群の定着を推進しています。ASAは、保証個体群が最終的に
野生に戻れるよう生息地の保全に注力しています。共同で活動することに
より、動物園・水族館で展開される優れた保全活動と自然の生息地での種
の保全に結びつきが生まれています。 

呼びかけ
早急な対応の必要性は、明らかです。国連の生物多様性戦略計画2011–

2020は、高まる絶滅の危機に対抗するという世界各国政府による、これま
でになく強い肩入れですが、20の個別目標があげられており、愛知生物多
様性目標（愛知ターゲット）と総称しています。これにより、生物多様性
の損失を止めるための枠組みが提供されます。主要な非政府保全団体や国
際会議は、この目標にあわせてそれぞれの活動を調整しています。

2011年の年次総会においてWAZA加盟園館は、生物多様性戦略計画に賛
同しました。WAZAとこれに加盟するすべての動物園・水族館および種と
生息地を保護したいと考える他の動物施設は、この目標の多くを達成する
上で、強力な役割を果たす可能性があります。変動する自然界について人
々を啓発するコミュニティとして、動物園・水族館は、責任ある行動をと
り、社会の対応をひきだすように感化し、動かしていかねばなりません。
そうしなければ、他の種や人間についても、この絶滅の勢いが転じること
はないでしょう。

戦略目標 A
目 標 1 - 4

政府と社会全体で生物多様性を主流
化することにより、生物多様性の損
失の根本原因に対処する

戦略目標 B
目 標 5 - 1 0

生物多様性への直接的な圧力を減少
させ、持続可能な利用を促進する

戦略目標 D
目 標 1 4 - 1 6

生物多様性や生態系サービスから得
られるすべてのものへの恩恵を高め
る

戦略目標 E
目 標 1 7 - 2 0

参加型計画立案、知識管理、能力構
築を通じて実施を強化する

ワンプランアプローチ

戦略目標 C
目 標 1 1 - 1 3

生態系、種、遺伝子の多様性を
保全することにより、生物多様性

の状況を改善する

WAZAと世界の動物施設コミュニティのビジョンも明確です。WAZA
は、すべての動物園・水族館が保全に際して、統合型ワンプランアプロー
チを採用することを呼びかけています。動物の福祉と保全を第一の目的と
し、動物園は、あらゆる場面でこれを指針としなければなりません（「動
物園長・水族館長へのアピール」参照）。膨大な動物の個体群、熱意と才
能にあふれた職員、極めて大勢の多様で積極的な来園者を有する動物園・
水族館には、野生動物と生態系をケアし、保護するという重要な活動を推
進する力が備わっています。

将来は、約束されています。本戦略は、その約束の実現に資するように
策定されています。成功すれば、動物園・水族館は、地球上の保全におけ
る最も重要な力に数えられ、園館を通じて、来園者や社会も、種の救済を
支援することができます。あらゆる種が健全な生態系の中で繁栄するとい
うビジョンに向けて、いっそう重要で意味のある進展をとげることになる
でしょう。 

定義： あらゆる管理条件下のあらゆる種の個体群（生息域内および域外）
を考慮し、保全計画構想の開始からすべての責任ある関係者と資源が関与
する、統合型の種の保全計画。

野生個体群に対する保全活動

共通目標
生存可能な種の個体群が、
健全な生態系で繁栄すること。

管理個体群に対する保全活動
(動物園・水族館の個体群を含む)

統 合 的 な
種 の

保 全 戦 略

政府関係者
土地所有者・

地域コミュニティの代表者 

動物園・水族館の
専門家

その他の
利害関係者

IUCN SSC
専門家

グループの
メンバー

野生生物管理者

ケープペンギン

保全への取り組み  |  保全のための団結



オランウータン
ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ



感
化
す
る



2322保 　 全 　 戦 　 略   |   世　界　動　物　園　水　族　館　協　会

保全は、科学や経済的資源の観点から語られ
ることが多いのですが、自然の保全とは、実の
ところ、種を含む天然資源の保護・回復という
ことであり、人間は、効果的な保全を実現す
るために有効なツールです。個々の生活におい
て、何が重要かという意識、それぞれにとって
自然に内在する価値、集団間の密接および疎遠
な関係は、いずれもこのツールを構成する要素
です。あらゆる個人、集団、機関、コミュニテ
ィや国の保全に取り組もうという「意思」は、
考え方に始まり、行動によって実現します。社
会における保全文化の創出をうながすことによ
り、動物園・水族館は、種の救済と健全な生態
系の維持に必要とされる考え方や意思を醸成す
るプロセスに不可欠なものとなっています。

動物園・水族館は、毎日何十万という人々を
迎え入れ、一般に他の保全組織がうらやむよう
な形で地域コミュニティにとけこんでいるた
め、愛知生物多様性目標1の履行を推進するに
は、最適なポジションにあります。動物園・水
族館は、この目標の達成に積極的に貢献してい
ますが、保全文化の創出という目的へのアプロ
ーチに戦略は、あるのでしょうか？

保全文化を構築するには、以下の3つのグルー
プが定期的に連絡をとりあう必要があります。
そのグループとは、(1)保全文化を構築する基盤
となる職員や運営当局　(2)その基盤の上にあ
り、次のグループとアクセスできる来園者　(3) 
保全に貢献する社会の価値に影響をあたえる機
会を動物園・水族館にもたらす、より大きなコ
ミュニティです。

ビ　ジ　ョ　ン

コミュニティにおける保全文化の創出をうながすことにより、
動物園・水族館は、種の救済と健全な生態系の維持に必要とされる

考え方や意思を醸成するプロセスに不可欠なものとなります。

保全文化を

創出するには、

実施している保全活動や

目的達成時の賞賛について

全職員に情報が伝わる、

わかりやすい連絡手段が

必要になります。

動物園と水族館
動物施設の職員、理事会、運営当局は、自然

界の保全に全力で取り組むことにより、他者を
感化して、こうした目標の達成にまきこんでい
かなければなりません。この姿勢は、通常、動
物部門の職員や研究系の職員にはっきりとあら
われ、こういう人たちは、子どものころから自
然を大切にしてきたため、すでに熱心な保全活
動家になっていることが少なくありません。し
かし、真の成功を望むのであれば、この自然界
を大切にするという精神や倫理観をあらゆる部
門にいきわたらせる必要があります。入口で最
初に出迎える職員から、昼食を提供する飲食サ
ービス係、園館内を清潔に保つ清掃係まで、全
員が一丸となって、保全という共通の目的に取
り組んでいるのだという印象を、来園者全員に
感じてもらわねばなりません。 

時間と労力をかけて、園館内に総力をあげた
保全への取り組みを確信させるような気風を醸
成するには、リーダーシップ（CEOや園館長、
理事会や運営当局）が欠かせません。全職員向
けの保全研修プログラム（定期的にくりかえし
実施し、強化するのが理想）は基本です。保全
文化を創出するには、実施している保全活動や
目的達成時の表彰について、全職員に情報が伝
わる、わかりやすい連絡手段が必要になりま
す。これは、全職員が保全の成功の一翼を担え
たことを誇りに思い、その思いをより大きなコ
ミュニティにおいて、家族や身近な人々と分か
ちあえるようにするためです。

動物園・水族館の運営当局メンバーは、必ず
しも科学者ではなく、ビジネスリーダーや弁護
士、銀行家、あるいは国や地域の政府関係者を
含むその他の職業人ということもあります。動

動物園水族館協会（AZA）が実施した最近の調査で、動物園・水族館の是非を
人々に問いました。一方のグループには、動物園・水族館で動物を飼育すること
に異論はない（是）、一部の動物を飼育するのは構わないが大型種や知能の高い
種についてはわからない（場合による）、動物園・水族館で動物を飼育すべきで
ない（非）という3つのうちどれに該当するかをたずね、もう一方のグループに
は、最初にAZA加盟園館が共同実施している保全活動について説明しました。
保全活動について説明を受けていない18～35歳の来園者では、25%が異論な
し、51%がやや異論あり、24%が動物園・水族館で動物を飼育すべきでないと
回答していますが、最初に保全活動について説明を受けた回答者では、69%が
異論なし、26%がやや異論ありで、動物園・水族館で動物を飼育すべきでない
という回答はわずか5%にとどまりました。

動物園・水族館に関する調査

保　全　文　化　の　創　出

環境のために団結しよう
キバル国立公園

戦略目標A：	 政府と社会全体で生物多様性を
主流化することにより、生物多様性の損失の
根本原因に対処する。

目標1：遅くとも2020年までに、生物多様性の
価値やそれを保全し、持続可能に利用するた
めにとりうる行動を人々が認識する。

保全活動について説明を
受けていない18～35歳の来園館者

保全活動について説明を
受けた18～35歳の来園館者

是

場合に
よる

　 非

愛 知 生 物 多 様 性 目 標 1
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保　全　へ　の　取　り　組　み

物園・水族館は、運営当局のメンバーを会議室からフィールドへ連れ出して
教育することに注力し、これにより支持をとりつけ、共有する保全のビジ
ョンを策定し、コミュニティ全体に伝達できるようにする必要があります。 

この保全文化は、施設内で新規開発が計画されるたびに広くいきわたらせ
なければなりません。「計画したこの新しい体験は、この園が保全の目標を
達成する上でどう役立つのか？」という重要な問いが、あらゆる部門から発
せられるべきです。マスタープランは、保全プログラム用のインフラや施設
の施工に関することや、来園者体験の保全活動への関与にかかわる戦略的保
全計画をまとめて、ワンプランアプローチを推進するものとします。新規開
発の計画に際しては、園館から設計者、建築業者、資材供給者まで、すべて
の関係者が保全におけるそれぞれの役割を問う必要があります。

建築業（施工運用一貫）は、他のどの業界よりも多くのエネルギーを消
費し、気候変動の最大要因のひとつとされていますが、現場の再生可能資
源や持続可能な建築技術を採用することにより、エネルギー消費量（正
味）ゼロでCO2排出量を最小限に抑えた建築が可能となります。リビング
マシンのような革新的な手法により、エネルギーを大量に消費するライフ
サポートシステムを削減し、各地の気候に適した種を維持することでCO2
排出量を削減できます。種の選定に際してもワンプランアプローチを展開
し、いかなる新規開発も野生の保全活動および最大級の保全が必要とされ
る種につながり、これを支援するものとしてください。保全文化を創出す
る際は、行動が価値を反映していなければなりません。 

来園者
園内に保全文化の基盤が構築されたら、今度は、来園者に目をむけなけ

ればなりません。基本的には、動物施設に足を運ぶことが野生動物の救済
につながると理解し、確信してもらう必要があります。ただし、動物園や
水族館で動物を見て、園館の保全活動について知り、もうやるべきことは
ないと楽しく満足した気分で帰る、というのではなく、十分に学習して、
動物施設の積極的な支援者や保全主義者になりたいと思うように、感化し
なければなりません。こうした雰囲気づくりは、単なる案内標識と違っ
て、それ自体が重要であり、急増する保全心理学関連の著作から集めた知
識を総動員して、来園者をまきこんでいく必要があります（「関与するこ
と―保全に対する行動変化への影響」参照）。

園内を歩き回る来園者に提供する情報は、わかりやすいものとし、目の
前の種に関連した進行中の保全活動に関与するきっかけをあたえ、どのよ
うな形で関与できるのかを、明示しなければなりません。来園者の頭だけ
でなく、心にも響くことが極めて重要です。来園者に保全の話をする職員
やボランティアを募集するのも、動物園・水族館の動物をフィールド保全
プログラムに結びつける効果的な方法です。話を聞かせることによって、
保全の取り組みと成功への興味をひきだし、日常生活で保全にむけた直接
的な行動をとろうという気持ちにつなげることができます。

園館の保全への取り組みは、園内を歩き回る来園者にはっきりとわかるも
のにしなければなりません。動物園・水族館は、来園者が日常生活でも再
現できる保全活動を実行する場となります。来園時には、ゴミのリサイク
ル、倫理的に調達された持続可能な食の選択や商品の購入が、保全目標を
理解した上で容易に行えるようにする必要があり、いずれも保全文化の創
出に重要な要素となります。無駄にしないという意識を形にする行動へと
来園者を導く方法がわかれば、来園者は、小さな保全活動を実行するよう
になり、それはやがて、長期的な保全への取り組みに発展します。保全の
メッセージの枠組みと行動変化をうながすツールや手法を駆使して、来園
者が野生の種の保全に直接貢献する経験や機会を生み出す必要があります。

動物園・水族館は、保全を念頭に置いてデザインされた世界を見せる、
生きた実験室となることができます。建物は、持続可能な工法を全面にお
しだし、CO2排出量の削減で先端を行くようなものとします。例えば、バ
イオスウェイル（表面流出水から泥や汚染物を除去する景観要素）や侵入
種のない健全な生態系、在来動植物の生息地といったグリーンインフラに
よる水質改善措置を講じた場合に、自分たちの芝生や公園、町はどうなる
だろう、と来園者がイメージできるような、動物施設の景観にしたほうが
よいでしょう。情報だけが変化をもたらすわけではなく、経験し、参加す
ることで文化は広まっていきます。

より大きなコミュニティ
園館内に強力な保全の文化が創出され、保全に取り組む来園者のコミュ

ニティが生まれたら、園館外の人や団体とも関係を構築する必要がありま
す。動物園・水族館は、大きな社会の一部であり、そこで影響力を発揮
し、保全の文化を創出することができます。近隣住民、供給者、地方自治
体や中央政府、メディアなど、保全指向のパートナーは、いずれも交流を
深めるべき相手となります。十分に計画されたパブリックエンゲージメン
ト戦略と、統合型の保全のメッセージを効果的に利用することで、保全へ
の取り組みに対する社会の意識を高め、ソーシャルメディアによってこう
した情報を広く発信できます。

動物施設があるコミュニティには、まきこむべきさまざまな人や組織が
存在します。環境に配慮した製品が動物事業にどんどん導入されているた
め、目標や成長、経験は、各コミュニティの地元企業と共有すべきです。
こうした企業が新しい供給者やパートナーとなって、保全のメッセージや
活動をさらに遠くまで広めてくれる可能性があります。チャンスがあれ
ば、むかいの印刷所に仕事を依頼して、環境に配慮したインクの使用を勧
め、地元の園芸用品店に侵入植物に関するわかりやすい顧客向け情報を作
成するよう、うながしてください。動物園・水族館は、ポリシーステート
メントを掲げて、社会に保全のメッセージを表明することにより、保全活

右上：
ウッドランドパーク動物園、

ワシントン、アメリカ
ズー・ドゥーは、

動物のフンに園内の
寝ワラ、草、葉、木片を

混ぜて完全堆肥化した
ものです。

右下：
ウィーン動物園、オーストリア

ゾウ舎の屋根に設置した
ソーラーパワープラントで、

年間約90メガワット時の
電力を生産しています。

左下：
シンシナティ動植物園、

オハイオ、アメリカ
シンシナティ動物園は、

園のグリーンイニシアチブの
一環として、キリン舎の上に

グリーンルーフを
設置しています。

影響度

保全文化の構築は、3つのグループとの継続的なコ

ミュニケーションにより実現します。

         職 員 や 運 営 当 局

         来 園 者

         より大きなコミュニティ

保全文化の創出  |  保全には対話が必要
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保　全　へ　の　取　り　組　み保全文化の創出  |  保全には対話が必要

動の拠点として発展する可能性があります。近隣の法人や個人を動物施設
にまねき、さまざまな問題をとりあげたイベントや交流の場に参加しても
らうことにより、従来にない新しい保全の関係が生まれ、コミュニティの
文化に変化をもたらす協力の機会が広がります。

組織化された協会に属する動物園・水族館の中には、強力な「購買」グ
ループがあります。サプライチェーン・アクティビズムは、パーム油、動
物施設における動物と人の持続可能な食、建材などの問題で、効果をあげ
始めています。近隣の動物園・水族館が手を携えることで、個々の努力
は、さらに増幅し、保全組織向けの倫理性と持続可能性に優れた材料を調
達する供給者のニーズがうきぼりになり、来園者やより大きなコミュニテ
ィに強力なメッセージを発信することとなります。

地方や国のメディアは、いつも幼獣の画像を印刷したがり、印象的な画
像は、たしかに魅力的なストーリーを語ることができますが、保全につい
て語るメディアとのやりとりを通じて、現在の専門的な動物園や水族館
は、単なる行楽スポットでは終わらないことを世間に知らせてください。
保全は興味をかきたてるストーリーです。 

より大きなコミュニティの最も重要な側面のひとつは、選ばれた代表と
の交流と自然保護運動が生まれる可能性です。職員、来園者、より大きな
コミュニティの近隣住民の間に保全の文化を創出できた場合、動物園・水
族館が適切なツールを提供すれば、この人々が集団になって、保全を政治

課題の上位にひきあげるよう要求するでしょう。最初のステップは、動物
施設と地方自治体の代表の間に強力な関係を構築することです。彼らの関
心をひく簡単な方法は、動物園がコミュニティにもたらす経済効果を強調
することです。この対話から保全についての話しあいへと移行できます。
定期的に政治家を動物園・水族館にまねいて、園館が社会や自然のために
行っていることを見てもらう必要があります。

結論
保全には、個人、集団、コミュニティ、国家の間の対話が必要です。動

物施設、植物園、博物館、大学からなる地域の協力体制は、地元の生物多
様性に関する活動や世界的なプロジェクトにおいて役立ちます。事業のあ
らゆる場面で保全の文化を創出することにより、動物園・水族館は、重要
な対話をひきだす一助となっています。このような保全文化の創出に関し
て戦略的であること、そして、文化の伝播がおこる仕組みを理解すること
が、楽観的な保全の未来への鍵となります。

提言 
• 職員、ボランティア、運営当局、理事会、役員、来園者、より大きなコ

ミュニティも含めて、園館のいたるところで、保全について語り、定評
ある社会科学的手法を用いて、野生個体群に対する人的影響の低減につ
ながる環境に配慮する行動への理解をうながしましょう。

• グリーンサステイナブル環境の実現に向けた取り組みを含め、保全のメ
ッセージを発信して、サプライチェーンの持続可能性を高めるために、
近隣法人や供給者をまきこみましょう。

• メディアとの接点を利用して、保全のメッセージを広めましょう。

• 地元の政府関係者を園館にまねいて、関係を構築し、保全を提唱しまし
ょう。

• 小さな成功もすべて公表し、コミュニティにおける動物園・水族館の使
命と位置づけを宣伝しましょう。

ズーズ・ビクトリア、オーストラリア
来園者の間に保全文化を醸成する作業は、動物へとつなぎ、保全の取り組みと成功への興味をかき立て、
日常生活で野生生物のために直接的な行動をとろうという気持ちにさせることから始まります。

アメリカバイソン

ヒューストン動物園、
テキサス、アメリカ
携帯電話のディスプレイで、電子機
器の部品はどこから調達されている
のか、また、携帯電話をリサイクル
すれば、電話の寿命がのび、コルタ
ンをさらに採掘する必要性も減ると
いうことを来場者に伝えています。
同様に、電子機器に使用されている
コルタン（コロンバイト-タンタラ
イト）やタンタルの80%は、コン
ゴ民主共和国で採掘されていること
から、携帯電話とゴリラのつながり
について来園者、特に子どもたちに
教育しています。この地域は、主要
なゴリラの生息地でもあるのです。



オサガメ
ビオコ島、赤道ギニア



期
待
す
る
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ビ　ジ　ョ　ン

動物園・水族館は、園内の動物に最高水準のケアと福祉を提供し、
ほかでは得られない行動変化をうながす顧客体験を

もたらしながら、野生の種の個体群を救済する
組織として社会から見直されます。

現代の多くの認定動物園・水族館は、飼育するさまざまな種が、野生の
種の存続につながる意義ある保全活動によって支えられるよう、努めてい
ます。すべての種の支援に資源を投入できるわけではありませんが、最も
絶滅の危機に瀕している個体群のための保全活動は、その生息地に生きる
あらゆる種にプラスの効果をもたらします。先を見越した戦略により、動
物園が自然の種の保全に果たす重要な役割を、わかりやすい形で示すこと
ができます。種の保全にむけたワンプランアプローチにより、動物施設で
の動物体験を野生での保全に結びつける効果が、現在、立証されつつあり
ます。

動物を救う動物関連組織の集合力の効果を測るために必要な情報を集め
ることは、極めて重要です。動物園・水族館による保全活動の効果を定量
化するための情報収集のあり方は、新しい研究分野にもなっています。結
果を重視する保全団体と見なされれば、より多くの会員や寄付者をひきよ
せることになり、フィールド保全プログラムの支援に事業的根拠があたえ
られますが、使命を重視する園館には、ほかにもさまざまな責務がありま
す。

動物園・水族館は、施設外での保全の取り組みを支援する職員の採用、
研修、サポートを行っている保全リソースセンターです（「動物園長・水
族館長へのアピール」参照）。WAZA加盟園館では、他のいかなる保全組
織よりも野生生物飼育の専門家や獣医師、科学者を多く雇用しています。
動物施設で身につけた小個体群管理のスキルやテクニック（ベースライン
となる生理学的データの収集、フィールド研究に必要な技術の利用、保全
医学など）は、IUCNレッドリストの種の評価に協力し、戦略計画、地方
自治体、国立公園や保護区を支援して、自然界での減耗、分断化した個体
群を保全する長期的な管理計画や戦略を策定する上で不可欠でしょう。絶
滅の危機への最も効果的な対応は、既存の保護区を支援、拡大するととも
に、将来に向けてさらなる保護区を確保していく、一致団結した国際的な
保全組織（他の保全組織と協力する動物園・水族館）にあるといえます。

野生個体群の保全において、野生生物の保健（研究や獣医学の知識な
ど）は重要な問題です（「科学と研究」参照）。両生類の壊滅的減少（ツ
ボカビ症）や人も動物もおびやかす世界的流行病（エボラ出血熱、鳥イン
フルエンザ、SARS（重症急性呼吸器症候群）など）に代表される、新興
感染症や新興病原体は緊急の課題となっています。再導入や移動の対象と
なった個体には、病気を導入、拡大することなく、生息地や国の間を安全
に移動するための検査や処置、評価が必要となります。

環境の脅威がますます増大する中、動物園・水族館は、種のチャンピオ
ンたるにふさわしいポジションにあります。動物施設では、1万3,000を超
える種が飼育されているため、これらの個体群を共同で強化し、研究する
取り組みは、将来的な野生個体群の存続に意味のある結果をもたらしま
す。動物園・水族館の動物を橋渡し役として、効果的に活用できれば、認
定動物園・水族館コミュニティが、野生生物の保全の支援に効果と広がり
がもたらされます。来園者には、その日常的な行動が、地域や世界の野生
個体群にもたらしている保全の効果をわかりやすく説明し、生物多様性の
保全に最もプラスになる行動の変化をとりあげた、行動変化キャンペーン
に注力することが極めて重要です。 

ゴリラドクターズ
ゴリラドクターズの獣医師は、ルワンダ、ウガンダ、

コンゴ民主共和国に生息する野生のゴリラをケアしています。

野　生　の　種　の　救　済

バンクーバーマーモット
バンクーバー島、ブリティッシュ・コロンビア、カナダ

世界的な種の保全で、動物園は、すでに大きな役割を果たしています
が、事業のあらゆる側面に保全の使命が組み込まれていくにしたがって、
さらなる拡大をとげることでしょう。ワンプランアプローチは、強みと意
欲をひき出し、動物園・水族館職員のあらゆるスキルと経験を、フィール
ドで活動する個人や組織を相乗的につないでいます。動物施設で集中的に
管理される小個体群の動物ケアや研究の進歩が、より大きな世界的問題に
応用されているのです。

絶滅野生個体群の回復をうながす「箱舟」、すなわち避難所となること
は、それ自体が目標ではなく、動物園・水族館が種の保全を達成するひと
つの手段です。しかし、保護区においてさえも野生種の個体群は、減少し
ており、野生動物の管理や繁殖に関する信頼性の高いルールを確立するに
は、時間がかかります。動物園・水族館は、そこで繁殖した個体の存続と
その後の再導入を実現する「救命ボート」となって、いくつかの種の絶滅
を止めてきましたが、自然の生息地で野生種を保全することにより、さら
に大きな役割を果たすことができます。さまざまな理由から、個体群の数
が急激に減少し、野生から完全に消滅してしまう前に予防的に管理するこ
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保　全　へ　の　取　り　組　み

と、健康な種が脅威に直面しても回復できるように支援することが、望ま
しいとされています。 

時の流れとともに、種の保全にかかわる問題を予測する力は、おそらく
低下しているでしょうし、人間が支配する世界の生態は複雑化していま
す。しかしながら、保全は、動物園・水族館が達成できるはずのものであ
り、将来、自然が深刻な状況におちいった場合にそのスキルをいかせるよ
う、高めておく必要があります。IUCN SSCの「種の保全に向けた生息域
外管理の利用に関するガイドライン」には、動物園・水族館プログラムで
保全に貢献するさまざまな方法が記載されています。

動物園コミュニティは、あらゆる人と動物のために、より健全な地球の
実現をめざすという、愛知生物多様性目標（愛知ターゲット）の履行と達
成にふさわしい場といえます。愛知生物多様性目標12に沿った保全活動を
展開するため、WAZAが主導した最近の水平走査において、2020年まで
に政策立案者や動物園・水族館の実践者にとって重要な形で、絶滅危惧種
の保全に影響をおよぼす可能性がある新たな問題を特定しました。あらゆ
る生態系が人間活動による影響を受けていることから、一部の世界的な科
学者や保全活動家は、すでに真の野生区域は残っていないと確信していま
す。これは、動物園・水族館が、あらゆるレベルの政府に影響をあたえる
動きや自然の生息地のための持続可能な管理活動（園内および周辺におけ
る野生在来種の生息地の提供、市民科学イニシアチブなど）に参加するこ
との重要性を、さらに強
く正当化するものです。
生息地管理は、水質、植
生、侵入種、地域開発と
いった知識をバランスよ
く備えた、動物園・水族
館の共同チームで実施す
る必要があります。生息
地の回復、拡大、創出、保護は、長期的に野生の種を救済する能力の基礎
となるものです。

野生生物の保全は、単なる動物の救済にとどまらず、資源や生態系を共
有する地元住民の生活と健康の向上も同時にめざしています。現場の人々
を教育して、増大する脅威を見きわめ、人間と野生生物との対立を緩和で
きるようにすることは、あらゆる長期的な保全戦略において最も重視しな
ければなりません。「生活の質」の問題を重視した、経済的インセンティ
ブのある持続可能な開発に関する包括的プログラムは、保全構想の成功に
なくてはならないものです。 

動物施設による共同の取り組みが、動物と生息地の救済に多大な効果を
もたらしていることを確認するため、動物園・水族館の生物学者は、簡単
な標準化されたフォーマットで、プロジェクトの達成状況や進捗状況を説
明できる、プロジェクト保全効果ツールといった影響評価手法を開発しま
した。WAZAは、こうした基準を用いて、WAZAブランドの保全プロジ
ェクトの効果を評価し、評価したプロジェクトが、世界の生物多様性に富
んだ地域で注目を集める、絶滅危惧種と生息地の保全状況の向上に寄与し
ていることを示しました。250を超えるブランドプロジェクトを展開する
WAZAのプロジェクトブランディング構想は、動物園・水族館が、野生生

コンサベーション・フュージョン、マダガスカル
キツネザルの生息地を守るために、地元住民がマダガスカルの

森林再生活動に参加しています。

物の保全のために実行していることを紹介する一助となっています。他の
保全組織が採用している、適応性の高い管理や意思決定の枠組みを利用す
るのもいいでしょう。個別や総体的な野生動物救済の効果を測定して、動
物園・水族館が使命やビジョンとして掲げる「保全の力」になっているこ
とを立証し、保全への支援拡大につながるコミュニケーションをうながす
ことが重要です。

このように極めて複雑な環境と政治の課題に対処するには、政府機関や
非政府組織を含む他の多くの組織との結束や効果的な共同作業が必要にな
ります。科学的な共同研究のみならず、動物園コミュニティは、メッセー
ジやストーリーを伝えることに関しても経験豊富です。こうした理解をう
ながす資産は、一般市民や政府機関による支援を主張する際に応用できま
す。動物園・水族館は、より広く、より見識ある観客に成功事例を伝える
ことによって、より効果的な行動変化をもたらす媒体になれます（「保全
文化の創出」参照）。保全に関する一連の動物園主要業績評価指標を作成
し、園館の年次報告書に掲載して、成果を目に見える形で示すこともでき
ます。野生種の救済に関しては、回復プログラムが地域的なものであれ、
国際的なものであれ、景観レベルの計画が必要とされます。

保全を成功に導くには、長期的な取り組みと、絶滅危惧種のそばで生活
する人々との信頼関係の構築が必要です。多くの動物園・水族館が、数年
あるいは、数十年がかりで取り組むことは不可能で、深い個人的な関係を
築くための職員を雇用できるような資金はありませんが、生息域国のコミ
ュニティに常駐して、野生生物の救済に従事できる野生生物保全組織の支
援に必要な寄付者や資金集めには適しています。

戦略目標C：	 生態系、種、および遺伝子の多様性を保
護することにより、生物多様性の状況を改善する。

目標12：2020年までに、既知の絶滅危惧種の絶滅が防
止され、また、それらのうち、特に最も減少している
種に対する保全状況の改善が達成、維持される。

愛 知 生 物 多 様 性 目 標 1 2

動物園・水族館コミュニティが、さまざまな場所で、パートナーの幅を
広げながら絶滅危惧種に対する多くの責務を引き受けていけば、それにと
もなって、保全の成果に資金を投じる必要性も生じてきます。必ずしも、
資金や寄付金さえあれば、優れた保全活動ができるというわけではありま
せんが、資金は、保全活動の実施に必須の要件です。世界中の組織化され
た協会に属する動物園・水族館が、野生生物保全の直接的な支援のために
集める金額は、年間3億5,000万米ドルと推計されています。動物園・水族
館が実施している保全活動をわかりやすく説明することで、保全の寄付者
や支援者を新たに獲得する機会は広がります。動物園水族館協会（AZA）
が提供するもうひとつの便利なツールキットでは、園館の保全資金をより
多く集め、他の同規模団体と比較できる簡単な手法が紹介されています。

動物園コミュニティの保全の目標を一部でも開発目標に同調させること
ができれば、その活動は、政治的野心や博愛心、さらには種の保全や生物
多様性と生態系サービスの保全に必要な支援が妥当であるという意識によ
り強く響きます。しかし、これは、動物園・水族館の活動と人間の開発目
標を同調させることと、生物多様性の責務を支援すべき場合とで微妙なバ
ランスをとることにほかなりません。

結論
スキルや技術的、経済的資源の提供を含め、すべての動物園・水族館が

野生の種の救済に対して貢献したり、その効果を拡大することは、必要な
ことです。動物施設にいる生きた動物とフィールドでの保全プロジェクト
の間に明確なつながりを生むことを、マスタープラン立案のあらゆるプロ
セスに組みこんで、野生の種の救済に向けて十分な支援を確実にひきだせ
るようにする必要があります。  

提言
• 施設周辺における在来種の自然生息地の保護や保全など、事業のあらゆ

る側面に保全活動を組みこむ園館規模の保全戦略を策定しましょう。
• 長期的に保全を支援し（年間事業予算の少なくとも3%）、外部の寄付金

（ソフトマネー）のみに頼らない事業予算を策定しましょう。

• 実績のある最良の方法を導入するために、他の生物多様性機関とパート
ナーシップを組んだり、施設外の取り組みを最大限に拡大するために保
全組織と連携しましょう。特に複数年にわたって支援する現場での保全
活動の実施を担う、信頼できる保全組織を特定しましょう。

• すでにある正式なWAZAの国際保全組織と連携し、それを活用し、政府
機関とも連携して法改正による変革をもたらし、個々の職員のスキルを
活かして保全プログラムを支援しましょう。

• 厳密な選定手法を用いて、利用可能な資金で最高の保全活動が実施され
るようにし、各プロジェクトを再評価して、生物多様性への効果の実績
を報告しましょう。

動物園水族館協会（AZA）、アメリカ
SAFEの使命：Saving Animals From Extinction（動物を絶滅から救う）は、動物園・水族館の来園者の力とAZA加
盟園館やパートナーの資源と集合知を結集して、動物を絶滅から救うことを目的としています。認定動物園・水族館
は、他のいかなる非政府機関よりも多くの科学者と動物をかかえ、一般市民を動かす能力も優れていることから、世界
規模の保全の力になれる特別な位置づけにあるため、この使命は達成可能です。SAFEは、水族館・動物園が100年に
わたり絶滅危惧種を絶滅から救ってきた、実績に基づいて策定されています。

野生の種の救済  |  より健全な地球の実現
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動物園・水族館は、野生生物種とその環境ニ
ーズや適応力について、理解を深める独自の機
会を提供しています。これにより、隠された動
物の習性、人をよせつけない環境、動物への接
近制限、十分な個体研究にかかる法外な費用、
調査自体が観察対象の動物に影響をおよぼす可
能性などを理由に、野生個体群からは得られな
い重要な知識のギャップをうめることができま
す。動物園・水族館の個体群は、長期にわたっ
て個々の動物に接することができるため、単一
時点で得られた試料の有意性を理解するための
前後関係や、生活史パラメーターを得ることが
できます。動物園・水族館の専門家によるハン
ズオンワークも、動物のあつかい、収容、専門
獣医学、野生生物個体群の繁殖と飼育といった
知識を一カ所で身につけることができます。動
物園・水族館は、科学者と一般市民が顏をあわ
せて情報交換する重要な場を提供し、研究の成
果を解釈し、保全活動の意味するところを説明
する機会をもたらしています。動物と職員の知
識により、動物園・水族館は、飼育する動物と
野生の個体群のよりよい管理につながる研究の
実施と参画を通じ、大きな保全の危機に直面し
ている世界の種の生存に貢献する、はかりしれ
ない可能性を秘めています。

動物園・水族館による保全関連研究と
は、原則として園館の保全の使命を推進
する一種の応用研究であり、生物学、獣
医学から社会科学、保全心理学、教育・
コミュニケーション科学まで、幅広い共
同研究分野をカバーすることがありま
す。保全関連研究の実施に際して、動物
園・水族館が行う研究には、少なくとも2
つのタイプがあります。

タイプ1
フィールド保全、すなわち、生存能力や持
続可能性を含めて、野生種とその生息地の
保全を直接的に支援することをめざしま
す。通常は、フィールド研究ということに
なりますが、その研究が野生個体群の保全
に直接貢献する知識をもたらす場合には、
必ずしもこれに限定されません。例えば、
再導入プログラムの一環として種に実施さ
れる栄養研究は、健康な複数世代の繁殖を
確保して、各世代のいくつかを野生に再導
入するために不可欠な情報を提供する可能
性があります。

タイプ2
園館の保全の使命を推進する、新たな知識
の蓄積を目的とします。これには、来園者
の意識や嗜好、保全と持続可能性に対する
関心や意識を高める方法、保全の目標や環
境教育について伝える効率的な手法などを
評価する研究が該当します。

保全関連研究の範囲
究極のところ、保全関連研究は、野生個体群

と生態系の保全に恩恵をもたらします。研究そ
れ自体が各施設の保全の使命を進めるものであ
り、動物園・水族館が主導し支援する個体群と
その野生生息地の研究をはじめ、園館の動物や
来園者に関する調査にまでおよぶこともありま
す。保全活動は、ますますワンプランアプロー
チを追及する傾向にあるため、保全関連研究も
また、動物園環境と生息域との間で調整を図る
必要があります。

保全関連研究の実施
保全関連研究は、学術研究者、政府機関の科

学者、動物園・水族館の職員が実施しており、
各コミュニティの研究課題には、かなりの重複
が見られます。

動物園・水族館の保全の使命に関する科学的
研究への貢献。動物園・水族館事業のさまざま
な側面は、学術研究者の興味をひく、関連性の
高い研究課題となっています。大学の専門家と
の共同研究により、最新の専門機器が利用しや
すくなり、動物施設で飼育する動物の健康や繁
殖、遺伝子、栄養、福祉、行動に関する問題の
評価、診断、処置について斬新なアイデアを生
み出すことができます。例えば、その分野の専
門家による個体の健康の評価と処置、避妊や補
助繁殖技術（細胞保存など）の開発と向上、適
切な栄養と環境エンリッチメントプログラムの
開発などがこれに該当します。 

動物園・水族館の動物は、学界の研究者にと
って貴重な資源となりえます。学界にとっての
研究分野には、絶滅危惧種の基本的な生物学、
生活史、認知や行動の把握、個体の健康と繁殖
状態、検査耐性、栄養や環境条件の嗜好と関係
する生理状態を評価する動物に負担をかけない
手法の調整、個体群管理を支援し、ほとんど知
られていない分類群の体系的関係を解明する遺
伝学や分類学的研究などがあります。動物園・
水族館の動物を学術研究に利用することは、そ
の研究で動物の福祉を犠牲にしてはならないと
いうことを研究者が理解しており、獲得する知
識という恩恵が福祉の一時的な低下をもしのぐ
ものであり、なおかつ、その研究が動物園・水
族館の保全の使命に利益をもたらす場合に限

マリアナ諸島鳥類相保全プログラム（MAC）
パシフィックバードコンサベーション

科　学　と　研　究

ビ　ジ　ョ　ン

すべての動物園・水族館は、その保全の使命を進めるべく、
保全関連研究に貢献し、保全関連研究に関与する機会を

最大限に広げます。

保全関連研究には、必ずしも絶滅危惧種だ
けでなく、絶滅危惧種に応用できる保全関
連活動や手法をテストし、改善するための
「モデル」となる他の種をともなうことも
あります。ワンプランアプローチでは、個
々のプロジェクトを保全関連研究とみなす
べきか否か、また、その貢献がどれだけ重
要なものになるかをケースバイケースで判
断しやすくなります。個々の種に関して、
ワンプランのような正式な統合型の保全管
理計画がない場合でも、提案された保全関
連研究の必要性や優先度の評価に際して、
ワンプラン的思考が役立ちます。 

「保全関連」
科学研究とは？

グレビーシマウマ
ケニア
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り、受け入れられます。このため、すべての動物園は、研究応用の可能性
を検討する研究委員会を立ち上げるか、利用できるようにする必要があり
ます。 

保全管理への応用。動物管理や種の回復を研究する科学者は、動物園・
水族館の職員や資源から恩恵を受けることもあります。回復計画が保全繁
殖と再導入を必要とするような場合、動物園・水族館には、飼育の知識や
繁殖成功率をひきあげる研究者、こうした作業を管理する施設がありま
す。また、個体群の減少であろうと崩壊であろうと、小個体群の管理を支
援する用意もあります。フィールドにおいて、動物園・水族館は、資金繰
りにあえぐ管理計画に対する経済的支援から、動物の安全な捕獲とあつか
いに関する獣医学の知識まで、他にはない恩恵をもたらすことができま
す。加えて、科学者がその研究目標や成果、進捗状況を報告する場にもな
っています。

科学の進歩は、動物園・水族館が日常的には利用できない、新しい研究
手法や技術をもたらしました。個々の動物園が研究設備開発への投資を希
望する場合、こうした科学的なスキルやツールを利用するには、大学や公
営や民間の研究機関と長期的パートナーシップを構築する姿勢が求められ
ます。現在、学界と動物園・水族館の間で成功しているパートナーシップ
は数多くあり、これにより、保全繁殖と動物福祉の向上が確実になり、種
の回復力に対する理解が深まり、質の高い科学研究が推進され、動物園・
水族館の科学的信頼性は、強化されるでしょう。自立した野生生物個体群
の定着には、科学研究が不可欠といえます

データベースとバイオバンク
データベースとバイオバンクは、保全に関する研究と活動を進める上で

の基本的なツールであり、すべての動物園・水族館で最優先事項とする必
要があります。生物コレクションと動物データベースの一体化、動物園や
野生環境における死体や生体動物標本の適切な保存と情報管理（バイオバ
ンク）は、ほとんどの施設において低コストで実現できます。データベー
スとバイオバンクにより、管理業務の効率性を上げるだけでなく、参考資
料を提供し、遺伝的多様性を確保することもできます。さらに、ゲノム資
源バンクと生殖技術の向上により、スペースの問題や遺伝的多様性の維持
（持続可能な個体群）にともなう問題が徐々に解決される可能性もありま
す。 

「フローズンアーク」のような共同プロジェクトを含め、世界的に動物
園・水族館は、各施設の種の遺伝的資源を地域のバイオバンクに収集し、
保存しています。このようなツールは、幅広い参画と利用、そして可
能であれば互換性を確保することにより、さらに価値あるものとなりま
す。国際種情報システム機構（ISIS）が提供する動物情報管理システム
（ZIMS）は、情報の記録とデータ共有の推進を実現する最先端の優れた
データベースです。ISISにはおよそ900機関が加盟しているため、個体群
管理に欠かせない個体群レベルの情報と、動物基準の策定に必要な大量の
標本をすぐに入手できます。

科学研究職員
研究目標の達成を確実なものとするために研究部門を設置し、職員を雇

用している動物園・水族館もあれば、動物施設に所属していない研究者を
長期的に支援している園館もあります。いずれの場合も、保全関連研究を
動物園・水族館の研究項目の一部として確保できます。外部からの特別な
その場限りの研究要請にしばしば応じている施設では、施設の研究項目
は、保全との関連性が薄いと気づくこともあります。

要請が出ると、職員（キュレーター、キーパー、研究者、獣医師）は、
その研究が種の管理、理解、保全に役立つものかどうかを判断しなければ
なりません。研究を成功に導くには、園館の投資が不可欠であり、これに
より十分な支援のもとに安定的に研究を進めることができます。プロジェ
クトの完了を待たずに支援を打ち切れば、科学的根拠に基づく結論へは、
到達しません。これでは、すでに投入した資源がむだになり、明確な回答
をもたらす科学的価値も下がってしまいます。利益とコストをはかりにか
ける場合は、プロジェクトの次のような要素を検討すべきです。

• その課題を生んだ問題は何か？

• 具体的な研究課題は何か？

• その回答は、動物園・水族館事業を知らせる上で重要なものになるか？

• その研究は、どのように実施されるのか？

• その研究は、倫理承認を必要とし、これを得ているか？

• そのプロジェクトのコストはいくらで、その資金は、どのように確保す
るのか？

• 誰がそのプロジェクトを支援し、その者は、どのような経験を有してい
るか？

• その結果は、どのように公表または発表するのか？

• 動物園・水族館にもたらされる総合的な利益は何か？（職員の能力向上
など）

動物園・水族館に専任の科学研究職員がいれば、研究方針の策定を支援
して、園館の保全の使命に沿った研究優先課題の提案や先見的研究プロジ
ェクトの適合性評価を行うことができます。職員は、確固たる学術研究経
歴を有し、外部研究施設と協力関係を構築できる者とします。このような
協力関係は、園館が保全関連研究においてもてる力を最大限に発揮する上
で役立ちます。

保全研究の優先課題の決定
保全関連研究の優先課題の決定は、その動物園・水族館の能力、資源、

保全の使命により異なります。こうした研究は、保全支援プログラムのみ
ならず、すべての事業分野に恩恵をもたらすため、適切かつ可能であれ
ば、全職員が研究について知らされ、これに直接関与するべきです。 

園館の共同研究は、必須です。効果的に利用した場合、認定動物施設の
世界的なネットワークは、圧倒的な保全研究の供給源です。大小含めて複
数の動物園・水族館で綿密に計画し、実施する研究プロジェクトでは、
標本の量が増え、そうでない場合よりも広範な変数の影響を評価できるた

ライプニッツ動物園野生動物研究所（IZW）、ドイツ
米国ミネソタ州のミネソタ動物園など、さまざまな保全組織が支援するタンザニアのルアハ動物保護区における、
プロジェクトの一環で収集したリカオンの糞便。糞便から、何を食べているか、種の固有性、性別、個体の固有
性、生理的ストレスの度合い、生殖期、寄生虫負荷、環境汚染物質による汚染など、動物に関する多くのことが分
かります。

ライプニッツ動物園野生動物研究所（IZW）、ドイツ
吸血昆虫は、ストレスのない方法で絶滅危惧種から血液試料を採取できる影響の少ない、

極めて優秀なツールです。このプロセスは、スペインとポルトガルの動物園が実施した
スペインオオヤマネコの保全繁殖・再導入プログラムにおいて実証されました。

ドイツのIZWとマレーシアのSFDとSWD
ボルネオ島マレーシア領のサバ州にあるデラマコット森林保護区に設置したカメラトラップによる

キノガーレの画像。動物園が多額の資金を提供しているプロジェクトで撮影しました。

プロジェクト・ティティ、コロンビア
プロジェクト・ティティのフィールド・チームは、ワタボウシタマリンの分析用糞便試料を用意しています。

プロジェクト・ティティは、コロンビアにおけるワタボウシタマリンの存続を確保しようと努めており、
一部、動物園による支援を受けています。

科学と研究  |  保全関連研究
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め、研究結果の質と価値が向上します。フィールドでの保全研究プログラ
ムに関する動物園・水族館の協同研究では、優れた効率性と持続可能性の
高い資源が確保され、自力では、フィールド保全研究を策定し、資金を投
じることができない小規模園館に、有意義な参画の機会がもたらされま
す。 

動物施設は、保全の優先課題や研究課題の評価と決定を担当する組織と
の関係を強化し、正式化することにより、国や世界規模の保全研究活動と
は、きり離せない存在になる必要があります。これには、政府の野生生物
開発計画機関やIUCN SSC専門家グループ、定評のある保全重視の非政府
組織、学術団体などが該当します。保全研究を通じて、関連する愛知生物
多様性目標（愛知ターゲット）を履行することも、優先課題となります。
このような組織とパートナーシップを組み、組織の提言を動物園・水族館
での研究計画にどう転換するかについて、研究と動物コミュニティ内で合
意を見出すことにより、動物園・水族館を拠点とする保全関連研究の局所
的、地域的、世界的な枠組みの設定や強化が可能になります。このような
研究計画は、世界的、地域的、および園館レベルで実行される可能性があ
り、保全への効果を定期的に評価する必要があります。

公表の重要性
野生生物の生物学や管理戦略に対する理解を深めるような研究は、小規

模なものでも公表するべきです。これにより取り組みの重複を避け、世界
規模の管理の決定を導く、科学的根拠に基づいた情報を提供し、より大き
なコミュニティで野生生物管理の複雑さに対する理解をうながし、管理者
や同業者に、研究の価値を証明することができます。プラスの成果をもた
らさない研究結果は、多くの場合、公表に供されませんが、問題なく実施
されたことを前提として、反復を避け、将来の研究の指針とするために公
表する必要があります。

結論
すべての動物施設は、保全関連研究の可能性を評価し、これへの貢献度

を高め、現実的で達成可能な目標を設定した保全研究戦略を策定する必要
があります。動物施設によって、研究能力は異なり、さまざまなレベルの

研究成果につながりますが、動物園・水族館は、発展のあらゆる段階で保
全関連研究を推進することができます。園館の保全研究計画は、それぞれ
の保全の使命に沿って、これに貢献するように策定する必要があります。

 
提言
• フィールド保全の使命を推進し、野生と園館の種の個体群に関する研究

ニーズに対応できる保全研究戦略を発展させる可能性と動物園・水族館
の研究能力を評価し、これに投資しましょう。研究を本業とする組織と
パートナーシップを組んで連携することにより、研究能力向上の可能性
があります。

• 構造化されたデータ収集、管理システム（ZIMSなど）と整理された標
本試料コレクションや長期保存庫（バイオバンク）を設置または利用し
ましょう。

• 園館のフィールド保全の使命に合致した研究方針と保全研究戦略を策定
しましょう。 

• 学術機関や、研究資源を有する他の動物園・水族館とのパートナーシッ
プの構築を検討し、子どもたちが科学やテクノロジー、工学、数学の仕
事をめざすきっかけをつくるなど、次世代の保全生物学者の育成におい
て、指導的役割を果たしましょう。 

• インパクトの強い結果を出すことができ、野生種のための保全活動の向
上を明らかに意識した研究を最優先しましょう。

ヨウスコウワニ

チェックリスト

動物園・水族館の中核的任務としての保全研究

園館の研究優先課題と質問リストは、ありますか？もしあ
れば、保全関連の問題は、含まれていますか？

保全関連の問題に関する研究テーマの優先順位づけルール
は、策定しましたか？	

独自のバイオバンクを設置しましたか？あるいは具体的な
目的や戦略に基づき、標準のプロトコルとデータ追跡機能
を備えた共同バイオバンクに定期的に貢献していますか？

職員（キュレーター、キーパー、研究者、獣医師）に、保
全活動の向上と科学的根拠に基づく保全活動手法の推進に
つながる可能性がある事例研究の実施（および公表）を奨
励していますか？

保全研究に貢献する能力を高めるために導入できる研究活
動や研究機会はありますか？

科学的知見と根拠に基づいた保全に対する取り組みの業務手順
への関連づけ

事業、方針、手法を定期的に見直して、保全計画に関する
最新の科学的知見に基づいたものにしていますか？

動物舎（非公開）などの新規開発計画には、保全研究のニ
ーズを念頭におき、（自動）観察設備、実験用給餌器、個
体糞尿試料採取装置、医療用シュートなど、エンリッチメ
ント対策にもなるインフラやスペースを組み込んでいます
か？

保全関連研究を来園者教育プログラムに組み込むことを検
討しましたか？

支援する保全関連プロジェクトの動物が良好な動物福祉状況に
あることの保証

園館のバックエリアや研究動物の飼育場は、高い動物福祉
基準を満たしていますか？

研究動物は、園館の他の動物と同水準の福祉を受けていま
すか？	

研究・保全パートナーは、高い動物福祉基準を維持しなが
ら保全研究を実施することに同意していますか？

研究・保全パートナーは、研究中に高い動物福祉基準を確
実に維持するために支援を必要としていますか？

職員

各分野のスキルを磨くために、あらゆるレベルの職員に対
して、フィールドや研究プロジェクトでボランティア活動
をする時間をあたえることを検討しましたか？

園館の保全の使命の一環として、保全関連研究を推進する
適格な研究職員の雇用を検討しましたか？

職員は、動物にストレスをあたえずに行動や健康状態のモ
ニタリングおよび研究実験を実施できるように動物を訓練
する方法を知っていますか？（古典的条件づけやオペラン
ト条件づけ、医療訓練など）

研究職員は、飼育する動物の行動を観察し、福祉状況をモ
ニタリングする訓練を受けていますか？

広報チームは、研究実験の目的、高い動物福祉基準を維持
するために研究者がしたがうガイドライン、および保全研
究の結果として期待される成果について理解しています
か？

保全研究と予想しうる法的必要条件

園館の分野やフィールド保全研究の分野の研究を監督す
る、しかるべき政府機関に向けて、すべての必要な書類と
検討が行われていることを確認しましたか？

（保全）研究委員会がありますか？	

園館の研究活動案について研究委員会に諮っていますか？
そうであれば、委員会には、福祉の専門家や一般人などの
外部メンバーがいますか？

研究プロジェクトの承認は、研究対象個体に対して高い動
物福祉基準を確保するという誓約に結びついていますか？

メモ：

以下は、動物園・水族館の事業を改善することにより、高い動物福祉基準を確保しながら、
保全関連研究の機会を最大限に広げるためのチェックリストです。 
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方法
現代の動物園・水族館が来園者、

学生、職員、コミュニティを
まきこむ方法は、多くあります。  

動物
健康な動物のために適切に設計された環境
は、来園者をまきこむ強力な手段となりま
す（「現代の保全組織と動物福祉」参照）。

サイン
動物とそのホームレンジ、IUCNレッドリ
ストのステータスに関する分かりやすい情
報。サイン全体を読む来園者は、25%に満
たなくても、情報は不可欠です。パーソナ
ルな解説やインタラクティブな要素により
強化する必要があります。

プレゼンテーション
強力な保全のメッセージを届ける、おもし
ろくてためになるプレゼンテーションは、
職員と接する時間が長いだけに来園者の「
保全の意志」を喚起する最も効果的な手段
となります。

対話型グラフィックス
来園者を学習プロセスにひきこむことによ
り、記憶を強化します。

テクノロジー
バーコードやQRコード、ソーシャルメディ
アの利用、その他の技術的手段によるイン
ターネットへの接続は、現在の来園者に訴
求し、簡単には見られない動物や行動を紹
介する強力なツールとなり、野生の種と生
息地の救済に関する、動物園・水族館の保
全のメッセージを強化します。

キャンペーン
WAZAは、人間にとっての生物多様性の
重 要 性 に つ い て 意 識 の 向 上 を 図 る べ く
「Biodiversity is Us（生物多様性、それは
私たち自身です）」アウトリーチプロジェ
クトをたちあげ、その保全にむけた簡単な
個人による行動を推進しています。来園者
と地元住民をまきこむ特別なイベントは、
保全に関与することをうながす、よい方法
です。

研究・評価
あらゆる教育や解説による介入は、その有
効性について検討し、評価される必要があ
ります。

野生の動物を救うために動物施設は、どんなこ
とをしているのでしょうか？「動物園・水族館
は、動物により関心をもつきっかけをあたえて
いる」という回答は、十分ではありません。多
くの場合、同情や関心をひいても、取り組みと
推進の継続的なプロセスがなければ、行動には
つながりません。しかし、長期的な保全の成功
は、動物園・水族館がどのように来園者をまき
こみ、その行動を変えていくかに関わってきま
す。

動物園・水族館は、教育、一般市民向けプログ
ラム、マーケティング、広報を通じて、来園者
が愛知ターゲットを（直接的および間接的に）
支援するように影響をあたえるには、最適な立
場にあります。動物施設は、動物と来園者の間
の特別な感情的つながりをいかして、動物園・
水族館の使命を推進する保全教育やより広い環
境教育学の分野で、公式、非公式の学習機会を
もたらすことができます。WAZAと多くの地域
動物園水族館協会は、現在、各施設に対し、来
園者の日常生活に直結した保全教育体験を提供
する専任の教育職員の配置を義務づけています。

動物施設は、来園者の心を開くことにより、
野生生物への脅威について伝え、人々を感化
し、まきこんで、積極的な環境配慮行動へと導
くのに最適な場を提供できます。動物園・水族
館に足を運ぶことによって理解が深まり、人々
は、新しい積極的な方法で生物多様性を保護
し、環境を守るために行動できるようになりま
す。動物施設の教育活動担当者の任務は、来園
者に園館の種に関する情報を伝えることや、野
生の脅威と急激な生物多様性損失をひきおこす
問題への関心を高めることだけでなく、保全に
基づく行動やフィールド保全を推進することで
す。定評のある社会科学的なツールや手法を用
いることにより、野生個体群への人的影響をひ
きさげる環境を配慮する行動を喚起できます。

野生生物の救済にむけて最大限の力を発揮す
るべく、動物施設は、安全衛生キャンペーンの
支柱となるソーシャルマーケティングや心理学
の分野に学んでいます。社会科学的手法を採用
することにより、コミュニティを基盤としたソ
ーシャル・マーケティング（CBSM）などのコ
ミュニケーション・ツールで、より広範囲の観
衆に到達し、影響をあたえ、まきこんでいま
す。心理学の研究では、自然環境に対する人間

ビ　ジ　ョ　ン

動物園・水族館は、信頼できる保全の代弁者であり、
来園者、コミュニティ、職員を大きくまきこみ、野生生物を

救済する力をあたえることができます。

の考え方や価値観を理解することによって、職
員、来園者、コミュニティに、世界の限られた
資源、野生生物への脅威、生物多様性の損失速
度に対する人的圧力を減らすような行動変化を
うながす教育プログラムを開発できると示唆し
ています。

現在のペースなら、絶滅は不可避でも、当然
でもありません。生息地の分断化、改造や破
壊、乱開発、環境汚染、侵入種、紛争、気候変
動は、いずれも人間がひきおこす脅威です。持
続可能なライフスタイルをうながす意識的な日
常活動の変化を通じて、社会は、このような脅
威を減らすことができ、ひいては一人ひとりが
変化をもたらすことができます。メーカーや産
業界と共にアドボカシーを行うことは、営業実
務にプラスの変化をもたらす一方、政府へのは
たらきかけを触媒として、環境保護を重視する
法律の制定と施行を増やすことができます。

社会科学を用いた行動変容の理解
動物施設は、保全心理学や環境心理学といっ

た社会科学の原則を用いて、何をきっかけに人
は、生物多様性の保全に有利または不利な行動
をとるのかを理解してきました。保全心理学で
は次のように定義しています。  

「自然界の保全を推進する方法に特に重
点をおいた、人間とそれ以外の自然との
互恵関係に関する科学研究では、 … 心
理学的原則、理論、または手法を［用い
て］保全の人的側面に関する問題を理解
し、解決している。」 

この学術分野で暗示しているのは、生物多様
性を守り、天然資源や生態系を持続可能な方法
で利用するためには、文化的関連性と社会経済
的理解が必要であるということです。

保全心理学では、あたえられた情報のほか
に、人は、仲間や家族、友人とともに、情報提
供や提言を行う園館の信頼度をどのように見極
めるのか、どのような行動への障害があるか、
人が行動するきっかけは何かを考慮します。特
に前向きなメッセージを用いて保全を一人ひと
りができることに結びつけ、変化をもたらそう
という場合には、来園者と彼らに影響をあたえ
る方法の知識が多いほど、動物施設は、野生生
物と野生の場所の救済で効果をあげることにな
ります。

関与すること―保全に対する行動変化への影響

ブチイシガメ
オレゴン動物園、オレゴン、アメリカ
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保　全　へ　の　取　り　組　み

抱負
社会に変革を起こすには、動物施設の保全教育やアドボカシーへの取り

組みを関与方針にもりこみ、園館長から各部門の職員まで、園館全体に浸
透させる必要があります（「保全文化の創出」参照）。さらに、生物多様
性の保全に関する研究を続ける学生への支援や研修を提供することによ
り、保全への支援活動を前進させることができます。

関与方針、特に保全に配慮した行動の必要性は、計画段階で、設計の過
程にもりこむ必要があります。表舞台・舞台裏とも新規開発の機能に関す
る計画では、理解をうながすストーリーやグラフィックス、学習空間、正
式、略式の学習体験のいずれについても検討したほうがいいでしょう。ま
た、設計段階ではテクノロジーについて検討し、ソーシャルメディアやア
ーンドメディアなどを使って、来園者にとって、よりインパクトのある体
験を提供し、到達範囲を拡大できるように組みこむ必要があります。

学習プログラム
あらゆる動物園の飲食店、売店、庭園での体験の一つひとつに、教育の

機会があります。行動をうながす、おもしろくてためになる体験（体系的
な講座や偶然のであい）により、動物園・水族館から帰った後も継続的な
保全活動を推進できます。正式、略式のプログラムには、来園者がソーシ
ャルメディアを使って自分の活動を紹介し、つながりを維持できるような
ものをもりこみ、長期的な行動変化をうながす必要があります。 

保全活動に影響をあたえることを目的とした、コミュニティ関与型体験
の開発に際しては、動物園・水族館が何をもって成功とするかを明確にし
てから、その体験を一般市民に提供する必要があります。キャンペーン
は、環境や保全の問題に基づいており、各園館が対象とする観衆へのアク
セス、望ましい到達範囲や影響力により、最大の効果をあたえると考えら
れるものでなければなりません。地方自治体、野生生物トラスト、スーパ
ーマーケット、水道局と連携することで、環境や保全のメッセージと行動
変化の可能性を強化できます。

行動
人間がひきおこす脅威については、動物施設が行動変容に影響をあたえ

るために何ができるかを明確に理解し、人が環境にあたえる影響を減らす
ための新しい行動を喚起する必要があります。例えば、コミュニティの行
動を特定して再構成し、こうした行動に関して観衆への影響を把握し、求
められる行動の障害や利点を見極め、前向きな行動変容の影響モデルを新
規開発し、望ましい行動をひきだすマーケティング戦略をたてて、コミュ
ニケーション戦略キャンペーンを策定します。

研修
すべての動物施設は、来園者やより大きなコミュニティとコミュニケー

ションをとる職員向けに適切な研修プログラムを設置する必要がありま
す。こうした職員は、コミュニケーション能力研修などのプログラムを開
発して、来園者をまきこむために必要なスキルを磨かなければなりませ
ん。また、その基盤として、園館の動物の基本的な生物学、生態、保全状
況、ならびにこれらの種の野生個体群の救済を支援するために行われてい
る活動を理解する必要があります。来園者やより大きなコミュニティをま

モントレーベイ水族館、カリフォルニア、アメリカ
「シーフードウォッチ」などのプログラムは、動物園や水族館、使命を同じくする他の組織が、

消費者や企業が健全な海と多様な海洋生態系を推進する方法で、捕獲や養殖した魚介類を
購入できるようにする活動を支援しています。

野生生物保護協会、ニューヨーク、アメリカ
動物園の来園者は、このような象牙取引とアフリカゾウの死を阻止する

嘆願書など、簡単な支援活動に参加できます。

きこむ場合には、演技や語りの研修も有用となります。. 

飼育、マーケティング、広報部門の実務体験により、全職員が動物のニー
ズや制約、来園者とのやりとりについて理解を深めることができます。マ
ーケティングや広報部門で同様の機会を提供することは、より大きなコミ
ュニティを動かす最善の方法について、理解や能力の向上をうながすこと
になります。職員の他園館や地域会議、国際会議への出張、研修イベント
への参加は、援助すべきです。このような場では、アイデアを交換し、新
しい手法やテクニックを学ぶことができます。可能であれば、教育担当職
員が保全プロジェクトを訪問して、生息環境の悪化や人間と野生生物の対
立といった問題に取り組みながら持続可能なライフスタイルを採用する中
で、多くのコミュニティが直面している保全や環境の課題を直接、体験す
ることも必要です。これにより、来園者とコミュニケーションをとる職員
の信頼性が高まり、直接の体験に基づいて話ができるようになります。

教育に関する研究と評価
最近、WAZAが主導した「Biodiversity is Us（生物多様性、それは私た

ち自身です）」プロジェクトの一環として、動物園・水族館へ行くことの
教育的効果に関する世界規模の評価では、多くの人々が生物多様性への理
解を深め、生物多様性の保護を支援する行動について知識を増やして帰っ
ているということが分かりました。この結果は、現在のところ、動物園・
水族館へ行くことは、生物多様性について理解し、生物多様性の保護を支
援するためにとれる行動について知る人を増やす一因となっており、これ
により愛知生物多様性目標1にプラスの貢献を果たしているとする、最も説
得力のある証拠とされています。

•	 リデュース、リユース、リサイクル	

•	 人的脅威を減らすことを誓う

•	 ボランティア活動や寄付を通じて保全を支援する

•	 持続可能な未来を推進する変化をもたらすために、政治家や企

業にはたらきかける

•	 野生動物と野生環境に直接効果をもたらす、賢明な消費者選択

を行う

•	 自分の行動だけでなく、友人や接する人々の行動も変える

行動変化を達成する6つのステップ。

環境に配慮した行動

ズーズビクトリア、オーストラリア
来園者を動物につなげることは、種を絶滅から救うたたかいにおいて、
最大の強みのひとつとなっています。

WAZA、スイス
WAZAの「Biodiversity is Us（生物多様性、それは私たち自身です）」

アウトリーチプロジェクトは、生物多様性に対する意識を高めるツールを提供して、
「国連生物多様性の10年」（2011～2020年）を支援するために

タイミングをあわせました。

twitter.com/BioDivUs

facebook.com/BioDiversityIsUs

Download the app

We are all connected
You are part of the exciting web of life that includes millions of species 

of plants and animals. 

We call this ‘biodiversity’. 

But it is shrinking fast, putting our planet – its people and animals – at risk.

You can help stop this. Through your daily actions, you can make the 

world a better place.

What will you do today?

Biodiversity is Us.

Download the ‘Biodiversity is Us’ app and discover what you can do today.

関与すること―保全に対する行動変化への影響  |  知は力なり
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このような評価は、世界レベルでも、各動物園・水族館にとっても、極
めて重要な情報を提供しています。各園館は、保全を意識した行動や消費
者行動に影響をあたえる個々のプログラムの有効性を評価する必要があり
ます。目立った行動、誤解、来園者が期待するもの、どのメッセージが目
標とする観客の心に最も響いているかは、いずれも市場調査や前評価によ
り知ることができます。評価材料には、アンケート、フォーカスグルー
プ、インタビュー、事前・事後テストなどがあり、来園者体験、学習目
標、および保全に向けた行動変化の趣旨の有効性を測定することができま
す。累積的評価は、有用なツールであり、将来的な強化の方向づけに役立
ちます。

来園後評価では、来園をふり返り、帰ってからおこした行動変化につい
て報告することができます。これは現在、データの取得が可能になり、ソ
ーシャルメディアや携帯メール、電子メールを利用して、退園後の来園者
に接触できるため、かつてないほど容易になっています。もっとも、自己
申告なので、特有の欠点は認めざるをえません。次の課題は、来園者の長
期的な行動変化をさりげなく、可能な限り、へだたりのない形で評価する
方法を見出すことでしょう（例えば、調査担当者を喜ばせたいと思う来園
者の効果を最小限に抑えることなど）。

保全戦略と行動のマッチング
動物園・水族館が来園者に対し、行動を変えるように呼びかけていると

すれば、こうした園館もまた最善の方法で保全に向けて行動する必要があ
ります。動物施設は、大規模事業であり、CO2排出量の削減を目標とし、
供給者契約においてカーボンニュートラル認証の取得など、持続可能な
手法や持続可能な製品、保全を意識したその他の行動を要求することで、
持続可能な実践ビジネスを先導できる力を備えています（「保全文化の

創出」参照）。個人やコミュニティが協力して気候変動とたたかう中、
「Zoos and Aquariums for 350」はポートフォリオと園館のグリーン化に
関するガイダンスを提供しています（例えば、化石燃料企業からの脱却や
保全の使命に沿った解決策への再投資など）。

結論
動物施設は、楽しい環境で来園者、コミュニティ、社会と、保全の問題

について情報交換できる特別なポジションにあります。動物園・水族館
は、影響をあたえ、積極的な保全行動を喚起して、「生物多様性を守る」
という主要な使命を推進する、重要な変化をもたらすことができます。す
べての動物施設の目標は、来園者や他の動物園・水族館、保全組織、コミ
ュニティをまきこんで、生物多様性の保全を支援する、保全を意識した行
動をうながすことです。この目標は、求められる意識や知識に影響をあた
え、保全心理学を活用することにより達成できます。明確で測定可能な目
標を提示することで、動物園・水族館とその来園者の間のこうしたやりと
りの効果を評価できます。人々を自然に結びつけることは、保全に対する
支援を集める上で極めて重要です。

提言
• 保全教育、アドボカシー、生物多様性の損失に関する問題の文化的関連

性について、あらゆるレベル（職員、ボランティア、来園館者、コミュ
ニティ）で測定可能な園館の関与の枠組みを策定しましょう。

• ソーシャルマーケティング、研究、保全心理学の最新の知見をいかし
て、保全を意識した行動、とりわけ、来園者に影響をあたえる地元の問
題に来園者をまきこむプログラムを設計しましょう。

• 教育戦略と職員の評価スキルに投資し、部門の垣根を越えた体験を推進
し、参加プログラムが国や地方の教育水準と関係していることを理解さ
せましょう。

• 目標とする行動を設定し、それを来園する一般市民（幼児、学校団体、
大人など）に伝える方法を決め、その効果を評価する方法を指定し、動
物福祉、動物園・水族館の種の構成、動物の行動に関する情報を利用し
て、来園者に保全を意識した行動をとらせるシステムを確立しましょ
う。

• 大学や博物館、他の動物園・水族館、保全団体との共同研究を模索し
て、保全教育の分野と環境に配慮する行動に影響をあたえる研究、評
価、パートナーシップ、データ共有への貢献を拡大しましょう。

ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ
動物園・水族館は、再利用可能なショッピングバックの使用など、環境的に持続可能な選択について来園者を
啓発し、長期的な行動変容を起こす力を提供しています。

ユキヒョウ保全活動、ロシア
ロシアの「ユキヒョウ祭り」など、共同保全プロジェクトにより、動物園内および世界中で保全にむけた
行動変化に影響をあたえる活動が展開されています。 クロアシイタチ

WAZA、スイス
WAZAの「Biodiversity is Us（生物多様性、それは私たち
自身です）」アウトリーチプロジェクトを支援する限定ぬいぐるみ
コレクションの中のチーター
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愛知生物多様性目標は、主に自然生息地における生物多様性の保全をめ
ざすものですが、人的影響は現在、あらゆる生態系に作用しており、集中
的な個体群管理により恩恵を受ける種や、それを必要とする種は増えてい
ます。この傾向は、増大する種の動物施設や野生での集中管理に動物園・
水族館がより直接的に関与する必要性を強調するものです。生物多様性の
保全を目的として、動物園・水族館が取り組む保全繁殖は、増加している
ため、種の選定を慎重に行い、その保護に長期的かつ幅広い変化をもたら
すことが可能な種に、限られた資源を集中させる必要があります。

IUCN絶滅のおそれのある生物種のレッドリストによれば、IUCNは、脅
威のステータスが下がった64の脊椎動物種のうち4分の1の回復に、動物
園・水族館の保全繁殖が影響をあたえたとしています。協力して実施した
回復計画の一環として、飼育下で動物の繁殖を行ってから野生に再導入す
ることは、最もよくひきあいに出される保全活動のひとつであり、これが
IUCNレッドリストのステータスの改善につながりました。鳥類では、保
全繁殖と再導入により、保全対策がなければ、おそらく消失したと思われ
る16種のうち6種の絶滅を阻止できました。哺乳類では、保全繁殖と再導
入が他の保全活動に比べて、保全のステータス改善に成功しており、少な
くとも9種のIUCNレッドリストのステータス改善に貢献しています。野生
個体群への脅威、そして動物園・水族館プログラムがこうした脅威を軽減
する可能性については、正式な種の保全計画プロセスにおいて、あるいは
改定されたIUCN SSCの「種の保全に向けた生息域外管理の利用に関する
ガイドライン」を利用することで明らかになります。

 
個体群管理の現状

保全繁殖プログラムにおいて、動物園・水族館が担う指導的役割や責任
は、年々、増しています。他のいかなる施設団体も、何千という動物の種
の飼育や繁殖に関する科学的知識や実務経験をもちあわせていないため、
野生生物の保全に貢献する大きな可能性があります。こうした動物園・水
族館のスキルと資源は、広範かつ領域横断的なパートナーシップを通じて
適用された場合、保全成果の達成に最も効果的なものとなります。

必要とされるさまざまな保全の役割を果たすには、飼育下の野生動物個
体群が個体群統計学的に安定していなければならず、その動物は、行動能

下段：
ヒューストン動物園、
テキサス、アメリカ
アルーバガラガラヘビ

中段；
ヒューストン動物園、
テキサス、アメリカ
レッサーパンダ

上段： 
ヒューストン動物園、
テキサス、アメリカ
リカオン

他のいかなる施設団体も、

何千という動物の種の飼育や

繁殖に関する科学的知識や

実務経験をもちあわせていないため、

野生生物の保全に貢献する

大きな可能性があります。

個　体　群　管　理

アオコブホウカンチョウ
ヒューストン動物園、米国テキサス州

ビ　ジ　ョ　ン

小個体群管理に関する知識の拠点である動物園・水族館は、
ステークホルダーをまきこんで、共同での科学的根拠に基づく
個体群管理プログラムに関与し、飼育下および野生における

選定種の個体群管理を実現させます。
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保　全　へ　の　取　り　組　み

力があり、遺伝学的に野生の当該動物を代表するものとし、繁殖プログラ
ムは、こうした特性を将来にわたって維持しなければなりません。生存能
力のある個体群となる個体は、良好な動物福祉状況（「現代の保全組織と
動物福祉」参照）を含め、あらゆる点で健康であり、合法的かつ持続可能
な、倫理的方法で調達する必要があります。

種の長期的な存続を確保するには、小個体群では、十分ではありません。
地域レベルまたは世界レベルの保全繁殖プログラムは、必要に応じて、大
個体群の形成に役立ちます。運搬や規制の問題により、ほとんどのプログ
ラムは、地域レベルで管理されています。地域間の協力活動を促進する新
しい方法は、WAZAが主導する国際種管理計画（GSMPs）によりテスト中
です。GSMPは、既存の地域のプロセスをふまえ、それを尊重しながら、
世界規模で合意した目標設定による各分類群の管理に従事しています。

国際的・地域的な血統登録台帳は、動物機関の垣根を越えたこのような
保全繁殖活動の調整に役立つデータを提供しています。血統登録台帳は、
国際的あるいは地域的に管理する動物の血統や個体群統計データの保管
場所であり、国際血統登録台帳は、WAZAの下で管理されています。一
方、ZIMSは、一生を通じて個々の動物の記録をとるアプリケーションで
す。ZIMSに追加された血統登録担当者を支援する新機能と、安定した最
新の血統登録台帳により、ZIMSが提供する動物や個体群データも改善さ
れるでしょう。ISIS加盟機関は、ZIMSにデータを入力しているため、動
物学コミュニティにおける効率的な個体群管理に貢献しています。さら
に、このような生物記録システムを保護区の小個体群に適用することによ
り、ワンプランアプローチを前進させ、自然での野生生物の存続に直接貢
献できるものと考えます。 

長期的な持続可能性の構築に際しては、さまざまな種の大個体群を飼育
し、繁殖するスペースの問題が最大の障害になるという認識が不可欠で
す。このスペースの問題は、1980年代に認識されていましたが、動物園・
水族館により多くの種の飼育が要求されることから、現在もなお、持続可
能な個体群の構築において重大なニーズとされています。もうひとつの重
大な問題は、繁殖目的での動物（または配偶子）の輸送に際し、動物のプ
ロが直面している難しさです。規制のハードルも、相変わらず、地域間を
またぐ動物の輸送を困難にしています。これにより、GSMPをはじめとす
る協力地域間プログラムの実施と成功も脅かされています。また、孤立し
た地域個体群の個体を繁殖目的で予想どおり輸送できれば、その集合個体
群は、持続可能となるにもかかわらず、このようにさまざまな地域で維持
されている種を共同で管理できない状況にあります。取り組みを強化し
て、繁殖目的での動物（または配偶子）の輸送に関する法規制に影響をあ
たえる必要があります。

動物コミュニティが持続可能な個体群の構築を継承するつもりならば、
プログラムリーダーと血統登録担当者が実施している共同個体群管理の重
要性を認識し、これを支援する必要があります。資金などの資源が限ら
れ、収集計画が極めて重要となり、資源配分が制約される環境において、
共同個体群管理は、動物園・水族館の長期的な成功に欠かすことができま
せん。プログラムリーダーと血統登録担当者は、生物多様性の保全に必須
の存在であり、動物学コミュニティに、はかりしれないサービスを提供し
ています。

個体群管理の将来
WAZAの「2020年に向けたビジョンと協力戦略」は、フィールド保全

と動物園・水族館で実施する保全活動の間に明確なつながりを確立し、こ
れを伝える必要があることを表明した初の事業目標です。この目標に沿っ
て、本戦略では、統合型の種の保全へのより総体的な取り組み、つまり
は、種の保全計画にむけたワンプランアプローチを重視する傾向が強まる
時代の幕開けを前提としています。統合型の保全は、人間の介入がほとん
どない野生個体群から一部の保護区や動物園・水族館で集中管理される個
体群まで、一連の管理強度で成果をあげています。さらに、持続可能な個
体群を構築するためには、動物施設が共同個体群管理を実施する職員の支
援や研修に取り組まなければなりません。

生息地の損失や生息地や個体群の分断化の結果として、ますます多くの
野生個体群が飼育下の個体群と似てきており、規模が小さく、分断化し、
遺伝子流動が乏しくなっています。例えば、比較的小規模な、フェンスで

コペンハーゲン動物園、デンマーク
デンマークおよびエストニアにおける

ナタージャックヒキガエルの保全繁殖と再導入

囲まれた保護区に再導入された動物の場合、自然分散を再現して遺伝子流
動を維持するために、定期的な個体の移殖が必要とされます。このモデル
は、分散などの自然のメタ個体群のプロセスが人間の介入を受けるため、
メタ管理個体群といいます。メタ個体群管理には、共通の保全目標に基づ
く一連の相互作用個体群の管理をともないます。その構成要素には、飼育
下で管理される複数の地域個体群（分布域国繁殖プログラムなど）、複数
の野生個体群（再導入された個体群など）、ゲノム資源バンクなどがあり
ます。

個体群の長期的生存能力を確保するには、多くの場合、繁殖用動物（ま
たは配偶子）の移動を必要とします。従来、これには、飼育下個体群の所
有者間での動物の交換、飼育下で既存の個体群を強化したり、新しい個体
群を確立するための野生動物の移入、飼育下個体群の野生への移出などが
該当しました。こうした移動を、野生および飼育下にある個体群間の動物
（または配偶子）の双方向交換という、ひとつの傘の下にまとめること
で、同時に保全の成果を達成できます。これにより、動物施設や野生で生
存能力のある個体群を維持する能力は、大幅に強化されます。効果的な個
体群管理を実現するには、こうした双方向交換の機会がもたらされるよう
に国や国際レベルの法制度（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取
引に関する条約〔CITES〕のとりきめなど）を改正し、施行する必要があ
ります。  

飼育下での小個体群管理の技術は、集中的な野生生物管理手法を必要と
するフィールド保全プログラムと直接的な関連性があります。例えば、フ
ェンスで囲うことは、居住地域に隣接する野生動物個体群において人間と
野生生物の衝突を防ぐには非常に効果的です。しかし、フェンスで囲まれ
た個体群が長期的に生存能力を維持するには、人間の介入を必要としま
す。同様に分断化された小個体群では、遺伝子流動を回復するために、わ
ずかに残っている場所への動物の移殖が要求されることもあります。土地
利用の変化や気候変動により生息地の分断化、悪化や破壊がどんどん進行
する中、移殖が重要な保全のツールになる可能性は、ますます高まってい
ます。まともな生態系を再創出するために生態系プロセスを回復すること
をめざし、「再野生化」という新しい概念で、動物園・水族館が果たせる
役割を検討することもそうです。改定されたIUCN SSCの「再導入とその
他の保全的移殖に関するガイドライン」には、戦略的ガイダンスが記載さ
れています。

生物多様性の危機が高まる中、絶滅を回避するには、ますます多くの種
に何らかの形で集中個体群管理（人間の介入）が必要となるでしょう。改
定されたIUCN SSCの「種の保全に向けた生息域外管理の利用に関するガ
イドライン」には、いつどんなときに、動物園・水族館の活動が種の保全
戦略全体において有益な要素になるかという、ガイダンスが記載されてい
ます。このガイドラインでは、飼育下の個体群が果たす可能性のある保全
的役割、この役割を果たすために必要とされる活動の内容、成功の実現可
能性、リスクや見通しを明らかにする、5ステップの意思決定プロセスにつ
いて説明しています。個体群管理は、種の保全計画への統合的アプローチ
の一環として、個体群の生存能力を高めたり、絶滅を阻止できる具体的な
方法を特定し、厳密に評価した場合に保全のツールとして、より効果的に
利用できます。

最近、WAZAが主導した、動物園・水族館による種の保全に関する水平
走査で指摘するとおり、生存能力のある個体群の飼育下や野生で維持する
能力を強化するには、集中管理された個体群の行動や繁殖、遺伝子、健康
関連と福祉関連の管理を実現するツールの高度化に加え、革新的なアプロ
ーチが必要とされます。また、集団で生活する個体群の管理、繁殖成功率
の低さ、メタ個体群管理、および飼育への適合といった既存の課題にも注
目する必要があります。個体群管理のあり方に大きな変化と向上をもたら
す可能性のある、研究や新しい先進技術（ゲノミクスなど）も登場してい

ます（「科学と研究」参照）。こうした研究成果や技術を個体群管理に導
入するには、新しい手法やソフトウェアツールを開発する必要があるでし
ょう。例えば、域外繁殖センター、間びきが可能な保護区、ゲノム資源バ
ンクなどが、これに該当すると思われます。持続可能で遺伝的多様性のあ
る個体群を育成することは、動物施設で実施するフィールド保全や保全活
動、ならびに動物福祉目標を推進する責務です（「科学と研究」参照）。

個体群の持続可能性と保全効果を高める重要な方法は、絶滅危惧種の分
布域国における個体群管理を向上させることです。同様に、野生個体群の
管理者と良好なパートナーシップを維持することも、繁殖プログラムの効
果を高めるには、極めて重要です。管理当局と契約を結んで、回復チーム
の目標を達成するために満たす必要がある目標、および各施設が担当する
任務について、全員が把握できるようにする必要があります。

結論
持続可能な個体群管理は、現代の動物園・水族館にとって、最も重要な
課題のひとつであり、来園者は、個々の動物のニーズ（動物福祉）と種
の保全ニーズ（個体群管理）を区別しがたいかもしれません。動物施設
内での個体群管理では、定期的に動物の移動や配偶子選択、社会集団の
構成、安楽死、避妊が必要になるため、こうした要件を保全と福祉に
関するすべてのステークホルダーにわかりやすく説明する必要がありま
す。

提言
• スペースの不足は、長期的に持続可能な個体群を構築する上で、最大の

障害となるため、動物園・水族館は、主要な持続可能性への取り組みと
して、共同管理する種の飼育・繁殖専用のスペースを開設する必要があ
ります。

• 保全繁殖プログラムは、表明した目標と持続可能性の実現の可否、保全
効果の可能性について、質・量ともに定期的に評価する必要がありま
す。

• 集中的な個体群管理が適切とされる場合、プラスの保全成果をあげるた
めに、統合型の種の保全プログラムでは、動物園・水族館、非政府組
織、学術機関、政府機関、および志を同じくする他のパートナーとの協
力関係をさらに前進させる必要があります。

• 意義ある保全成果を達成するため、動物園・水族館は、変化をもたらす
ことができる絶滅危惧種に重点をしぼる必要があります。適切であれ
ば、各地域の繁殖プログラムを一本化して、世界規模の種の保全戦略に
取り組む必要があります。

• 適切な飼育方法と動物福祉は、繁殖プログラムの成功に必須の条件であ
るため、あらゆるレベルで個体群管理を実施する職員の訓練や支援を含
め、園館内やフィールドにおける動物園・水族館のすべての活動の基礎
とする必要があります。

個体群管理  |  生物多様性の保存



タイヘイヨウセイウチの幼獣
野生生物保護協会、ニューヨーク、アメリカ
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優れた動物福祉は、共有する野生生物保全目
標を達成する上で欠かせません。動物の福祉が
最高水準のものであるという実証は、極めて重
要であり、すべての動物園・水族館で明示する
必要があります。野生生物の保全は、動物施設
の中核目的ですが、良好な動物福祉は、その中
核業務となっています。動物園・水族館の動物
福祉に関する詳細は、「野生生物への配慮：世
界動物園水族館動物福祉戦略」に記載されてい
ます。現代の動物施設は、動物の複雑なニーズ
を満たすべく努力しており、飼育下の種の自然
な行動を可能な限り幅広くひきだすことをめざ
しています。 

動物園・水族館の動物の福祉に対する人の意
識や感情は、従来の動物福祉の枠組みで対象と
された家畜動物などにかかわる、他の動物管理
業者とは異なります。動物園・水族館では、職
員が動物と親密な絆を結び、何年にもわたって
世話をすることがよくあります。また、現代の
動物施設は、通常、保全価値が高い個々の動物
を少数飼育しています。動物そのものの本質的
価値が高いだけでなく、多くの場合、来園者に
愛されており、一般市民の強い関心や共感を集
めることができます。 

 
良好な動物福祉状態の実現

動物福祉とは、身体的、心理的、行動的健
康、ならびに周囲の影響の結果として、その内
面に生じた主観的な感情や感覚を含む、動物の
状態をいいます。動物福祉に関する知識の向上
により、福祉の経時的評価に際して、動物の身
体状態だけでなく、心理状態を考慮することの
重要性が確認されています。このため、この点
を取り入れて、動物の行動的ニーズを満たすこ
とをめざしています。 

良好な動物福祉とは、心身のニーズが満たさ
れている場合や、環境により長期にわたってや
りがいのある課題や選択肢があたえられている
場合に動物が体験する、一般的な状態をいいま
す。動物園・水族館は、目に見えるわかりやす
い形で、厳格な履行、研究、職員の知識、獣医
医療、モニタリング技術をもって、動物の「良
好な福祉状態」を積極的に管理・推進しなけれ
ばなりません。 

 
動物に関する情報の伝達

動物園・水族館の動物が、野生動物の「大

ビ　ジ　ョ　ン

すべての動物園・水族館は、優れた動物福祉の実現にむけた
明確かつ中核的な取り組みを示し、

これにより、効果的な共通の野生生物保全目標を推進します。

 動物園・水族館は、

現代の保全機関の目標を

推進するため、

高い動物福祉基準を

達成する責任が

あります。

公約ステートメント

世界動物園水族館
動物福祉戦略

使」となり、生物多様性の保全に関する社会へ
の重要なメッセージの伝達を支援することは、
広く受け入れられています。擬似的な自然環境
の中で野生生物を見せることにより、来園者
は、野生生物の保全について知りたいと思い、
自然界を守る行動をとろうという気になりま
す。来園者が動物と同じ環境を共有する、没入
感の高い展示のトレンドは、さまざまな感覚に
うったえる体験や自然界との親近感をもたらし
ています。これにより、感情の理解がうながさ
れ、野生生物と感情面の結びつきが生まれるこ
とにより、来園者が野生生物の保全に支援や寄
付を提供したり、行動を変えたり、場合によっ
ては、保全のスチュワードやチャンピオンにま
でなる可能性が高まるということが、調査の結
果わかりました（「動物園長・水族館長へのア
ピール」および「関与することー保全に対する
行動変化への影響」参照）。

動物園・水族館が、施設のすべての動物を積
極的にケアすることにより、動物と来園館者と
のつながりは確約され、野生生物の保全に関す
る重要なメッセージも強化されて、確かなもの
となります（「保全文化の創出」参照）。保全
のメッセージを伝達する際には、必ず動物への
敬意を伝えなければなりません。その点、動物
園・水族館の動物をデモンストレーションや一
般市民との接触の場に用いる場合は、強い保全
のメッセージも伝える必要があり、常に個々の
動物の福祉を犠牲にしないように取り組まなけ
ればなりません。こうした活動は、継続的な動
物の福祉を注意深く監視している獣医師や、熟
練の職員に監督してもらう必要があります。良
好でない福祉状況が見つかった場合には、いつ
でも、動物をこのような接触からひき離さなけ
ればなりません。

ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ
野生で見られる自然な行動をひきだすため、

ミーアキャットにエンリッチメントの機会を提供しています。

現代の保全組織と動物福祉

ヒガシシマバンディクート
ズーズビクトリア、オーストラリア
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保　全　へ　の　取　り　組　み

私たちのなすべきことは、

•		飼育する動物に関して高い福祉基準を達成するように努め、

•		動物福祉のリーダー、提唱者、および権威あるアドバイザーとなり、さらに

•		動物の心理的・行動的ニーズを重視した環境を提供することです。

これを実行するにあたり、次のことを約束します。

•		動物園・水族館のすべての動物に敬意をもって接し、

•		高い動物福祉基準を飼育活動の大きな柱とし、

•		飼育に関する意思決定は、いずれも最新の動物福祉科学や獣医学で保証

			されたものとし、

•		動物の飼育と福祉に関する知識、技術、最良の実務アドバイスを構築し、

			同僚と共有し、

•	地域の動物園・水族館協会およびWAZAが設定した動物福祉基準を遵守

			し、また、

•		動物の飼育と福祉に関する管轄区および国の行動基準、規制、法律、

			そして国際条約を遵守します。

保全福祉と現代の動物園
「保全福祉」とは、過去10年間にわたって動物学の世界で確立されてき

た言葉ですが、野生生物の研究活動や野生復帰プログラムといった保全目
標の達成をめざすと同時に、良好な動物福祉状況を確保することをいいま
す。優れた動物福祉は、飼育方法の向上や再導入の成功、来園者の関与の
増加などを通じて、効果的な保全を推進しています。この「思いやりのあ
る保全」手法は、個々の動物の福祉を考慮しながら、種の救済に取り組む
という、基本方針を強調するものです。

動物園・水族館の動物福祉への取り組みは、園館内部での責任の域をこ
える必要があります。この取り組みは、教育や解説、ソーシャルメディア
など、あらゆるコミュニケーション形態をもって、広く一般市民に広めて
いかなければなりません。動物福祉と個体群管理に何が必要なのかを、来
園者に理解してもらうには、動物福祉に対する一般市民の意識を精力的に
研究・評価することが不可欠です。

保全の緊急性や集中的な種の管
理の必要性から、ある福祉の優先
事項が動物の「ストレス」を最小
限に抑えるからといって、必ずし
も、これを保全福祉の場に適用で
きるとは限りません。例えば、野
生復帰のための繁殖プログラムで
は、一部には個々の動物にとって
「ストレスが多い」とか、良好な
福祉に反すると見なされるような
野生の行動を促進する必要があり
ます。しかし、これは野生環境に
おける個体存続の要となり、さら
に広くいえば種の保全につながる
ものなのです。多くの野生復帰の
ための繁殖プログラムでは、逃走
反応を引き起こす野生復帰前の対
捕食者訓練や、野生で入手できる
エサを再現する操作、あるいは生
きエサの導入など、野生復帰前の
調整を行っています。

集中管理と関連の保全活動にか
かわる個々の動物のために、この
戦略的で高度な保全のスタイルを
認め、管理する必要があります。
確実に「結果よければすべてよ
し」となるように、賛否の分かれ
る手法は、倫理審査や批判的評価
のプロセスを経なければなりませ
ん。良好な福祉とは、動物の一生
で、結果的によい経験の蓄積量が
よくない経験を上回る状態をいう

ため、この戦略の一時的な性質も、より広い保全福祉の戦略目標を達成す
るという点で、容認できるものとなっています。

良好な動物福祉を構築するツール  
動物ケアのあらゆる側面で、動物園・水族館は、野生動物の管理に最新

の有効な手法を採用して、その福祉を最大限に高める必要があります。こ
れには、正の強化などの訓練法の確保、福祉を重視した展示デザイン、高
度なスキルをもつ熟練した職員の雇用、最高水準の獣医医療の提供、環境
エンリッチメントの採用、継続的なエサのチェック、継続的な情報に基づ
く管理、研究重視、動物福祉状況の継続的なモニタリングなどが該当しま
す。不快な捕獲や輸送、社会混乱を経験した個々の動物を取得することの
保全福祉的な意味あいを考える必要があります。他の動物園・水族館や大
学、動物福祉・科学組織との連携は、動物福祉を構築し、向上して、内部
の知識や手法を増やし、継続的に職員のスキルを更新していく上で、重要
なツールとなります。

ホルモン、行動多様性、心拍数
の評価など、定量化および再現可
能な結果をもたらす、動物を基に
した定量化できる成果に向けて動
き、動物福祉をより比較分析しや
すいものにする必要があります。

地域や国の動物園水族館協会認
証プログラムは、良好な福祉状況
を示す効果的な方法であり、動物
園・水族館は、可能であれば、認
証の取得をめざすべきです。認証
の取得が不可能な場合には、他の
園館との提携や比較による他の手
段で、福祉の実現を示す必要があ
ります。第一の目標は、地域のあ
らゆる法規制による動物福祉と動
物飼育にかかわる要件を満たすこ
とであり、願わくは、それを上回
ることです。

また、動物園・水族館内の動物
倫理福祉委員会は、動物福祉や保
全福祉の意思決定に役立つ、客観
的な評価基準を提供しています。
こうした委員会には、獣医師や動
物管理職員などの主要な職員のほ
か、科学や一般のコミュニティに
属する外部メンバーも在籍するこ
とがあります。このような委員会
を利用する動物園・水族館は、動
物福祉に関する意思決定プロセス
の透明性の確保に役立っており、

個々の福祉の問題や保全福祉に対するコミュニティの考え方をとりいれる
ことができると伝えています。

良好な動物福祉の確保におけるもうひとつの基本的側面は、強力な福祉
と計画指向の組織文化を確立することです。繁殖用動物の福祉、輸送や移
動、展示場と飼育場の設計、環境エンリッチメント、関連の標準業務手順
を考慮した、徹底した情報に基づく計画は、動物福祉における信頼と知識
の醸成に役立っています。
 
結論

動物福祉憲章や公約ステートメントは、動物園・水族館職員が動物福祉
に対する管理職の決意を理解し、高く評価する強力な手段となり、来園者
やより大きなコミュニティへの明確な誓約にもなります。WAZAは、「野
生生物へ福祉戦略」の一部として、公約ステートメントを公表していま
す。 
 
提言
• 動物のケアと福祉への取り組みと成功は、動物園・水族館の信頼の柱と

なるものであり、動物施設のあらゆる業務の中心にすえる必要がありま
す。

• 「野生生物への配慮：世界動物園水族館動物福祉戦略」にあるとおり、
良好な動物福祉を飼育下の動物に提供し、これを現代の動物園・水族館
の基本とする必要があります。

• すべての動物との接触や動物によるプレゼンテーションは、保全のメッ
セージや自然な行動に関する情報と結びつけられる必要があり、良好な
動物福祉状況が確実に実現するように、訓練を受けたプロの職員が監
督、管理する必要があります。

• 福祉と保全活動のバランスを確保し、動物福祉と保全福祉を規定する統
合型の種の保全枠組みの重要性に対する理解をうながしましょう。

• 動物機関は、動物福祉基準の継続的な見直しに取り組み、動物の一生の
あらゆる側面にかかわる高度な計画をもりこんでいく、組織文化を醸成
する必要があります。

シェッド水族館、イリノイ、アメリカ
水族館の医療専門家たちがエイの手術を行っています。

世界動物園水族館動物福祉戦略公約

ロドリゲスオオコウモリ

現代の保全組織と動物福祉  |  野生生物への配慮
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サンゴ保全プロジェクトを支援しています。

CBD (2010)

Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aichi Targets: “Living 

in Harmony with Nature”. Montreal, QC: Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity.

CBSG (2011)

Intensively Managed Populations for Conservation Workshop Report. 

Apple Valley, MN: IUCN SSC Conservation Breeding Specialist Group.

CBSG (2012)

The One Plan Approach: Integrated Species Conservation Planning. 

Apple Valley, MN: IUCN SSC Conservation Breeding Specialist Group.

Conde, D. A., Flesness, N., Colchero, F., Jones, O. R. & Scheuerlein, A. 

(2011)

An emerging role of zoos to conserve biodiversity. Science 331: 1390–1391.

Conde, D. A., Colchero, F., Gusset, M., Pearce-Kelly, P., Byers, O., 

Flesness, N., Browne, R. K. & Jones, O. R. (2013)

Zoos through the lens of the IUCN Red List: a global metapopulation 

approach to support conservation breeding programs. PLoS ONE 8: e80311.

Conde, D. A., Colchero, F., Güneralp, B., Gusset, M., Skolnik, B., Parr, 

M., Byers, O., Johnson, K., Young, G., Flesness, N., Possingham, H. &  

Fa, J. E. (2015) 

Opportunities and costs for preventing vertebrate extinctions. Current 

Biology 25: R219–R221.

Conway, W. G. (2011)

Buying time for wild animals with zoos. Zoo Biology 30: 1–8.

Dick, G. & Gusset, M. (eds) (2010)

Building a Future for Wildlife: Zoos and Aquariums Committed to 

Biodiversity Conservation. Gland: WAZA .

Dick, G. & Gusset, M. (2013)

Conservation biology. In: Zookeeping: An Introduction to the Science 

and Technology (ed. by Irwin, M. D., Stoner, J. B. & Cobaugh, A . M.), pp. 

533–543. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Fa, J. E., Funk, S. M. & O’Connell, D. (2011) 

Zoo Conservation Biology. Cambridge: Cambridge University Press.

Fa, J. E., Gusset, M., Flesness, N. & Conde, D. A. (2014)

Zoos have yet to unveil their full conservation potential. Animal 

Conservation 17: 97–100.

Gusset, M. & Dick, G. (2010)

‘Building a Future for Wildlife’? Evaluating the contribution of the world 

zoo and aquarium community to in situ conservation. International Zoo 

Yearbook 44: 183–191.

Gusset, M. & Dick, G. (2011) 

The global reach of zoos and aquariums in visitor numbers and 

conservation expenditures. Zoo Biology 30: 566–569.

Gusset, M. & Dick, G. (eds) (2011)

WAZA Magazine 12: Towards Sustainable Population Management. 

Gland: WAZA .

Gusset, M. & Dick, G. (eds) (2012)

WAZA Magazine 13: Fighting Extinction. Gland: WAZA .

Gusset, M. & Dick, G. (eds) (2013)

WAZA Magazine 14: Towards Integrated Species Conservation. Gland: 

WAZA .

Gusset, M. & Dick, G. (eds) (2015)

WAZA Magazine 16: Towards Positive Animal Welfare. Gland: WAZA .

Gusset, M. & Lowry, R. (eds) (2014)

WAZA Magazine 15: Towards Effective Environmental Education. Gland: 

WAZA .

Gusset, M., Fa, J. E., Sutherland, W. J. & the Horizon Scanners for Zoos 

and Aquariums (2014)

A horizon scan for species conservation by zoos and aquariums. Zoo 

Biology 33: 375–380.

Hosey, G., Melfi, V. & Pankhurst, S. (2013)

Zoo Animals: Behaviour, Management, and Welfare, 2nd edn. Oxford: 

Oxford University Press.

IUCN (2015)

The IUCN Red List of Threatened Species. Gland and Cambridge: IUCN. 

http://www.iucnredlist.org

IUCN Species Survival Commission (2013)

Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. 

Version 1.0. Gland: IUCN Species Survival Commission.

IUCN Species Survival Commission (2014)

Guidelines on the Use of Ex Situ Management for Species Conservation. 

Version 2.0. Gland: IUCN Species Survival Commission.

IUDZG/CBSG (1993)

The World Zoo Conservation Strategy: The Role of the Zoos and Aquaria 

of the World in Global Conservation. Chicago, IL: Chicago Zoological 

Society.

Kleiman, D. G., Thompson, K. V. & Kirk Baer, C. (eds) (2010)

Wild Mammals in Captivity: Principles and Techniques for Zoo 

Management, 2nd edn. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Lacy, R. C. (2013)

Achieving true sustainability of zoo populations. Zoo Biology 32: 19–26.

Maple, T. L. & Perdue, B. M. (2013)

Zoo Animal Welfare. Berlin: Springer-Verlag.

Mellor, D. J., Hunt, S. & Gusset, M. (eds) (2015)

Caring for Wildlife: The World Zoo and Aquarium Animal Welfare 

Strategy. Gland: WAZA .

Moss, A., Jensen, E. & Gusset, M. (2014)

Zoo visits boost biodiversity literacy. Nature 508: 186.

Moss, A., Jensen, E. & Gusset, M. (2015)

Evaluating the contribution of zoos and aquariums to Aichi Biodiversity 

Target 1. Conservation Biology 29: 537–544.

Penning, M., Reid, G. McG., Koldewey, H., Dick, G., Andrews, B., Arai, 

K., Garratt, P., Gendron, S., Lange, J., Tanner, K., Tonge, S., Van den 

Sande, P., Warmolts, D. & Gibson, C. (eds) (2009)

Turning the Tide: A Global Aquarium Strategy for Conservation and 

Sustainability. Berne: WAZA .

Redford, K. H., Amato, G., Baillie, J., Beldomenico, P., Bennett, E. L., 

Clum, N., Cook, R., Fonseca, G., Hedges, S., Launay, F., Lieberman, S., 

Mace, G. M., Murayama, A., Putnam, A., Robinson, J. G., Rosenbaum, H., 

Sanderson, E. W., Stuart, S. N., Thomas, P. & Thorbjarnarson, J. (2011)

What does it mean to successfully conserve a (vertebrate) species? 

BioScience 61: 39–48.

Redford, K. H., Jensen, D. B. & Breheny, J. J. (2012)

Integrating the captive and the wild. Science 338: 1157–1158.

Rees, P. A. (2011)

An Introduction to Zoo Biology and Management. Oxford: Wiley-

Blackwell.

WAZA (2005)

Building a Future for Wildlife: The World Zoo and Aquarium 

Conservation Strategy. Berne: WAZA .

WAZA (2009)

WAZA Vision and Corporate Strategy Towards 2020: Voice of the Global 

Zoo and Aquarium Community. Berne: WAZA .

WWF (2014)

Living Planet Report 2014: Species and Spaces, People and Places (ed. by 

McLellan, R., Iyengar, L., Jeffries, B. & Oerlemans, N.). Gland: WWF.

Zimmermann, A., Hatchwell, M., Dickie, L. & West, C. (eds) (2007)

Zoos in the 21st Century: Catalysts for Conservation? Cambridge: 

Cambridge University Press.



64 65保 　 全 　 戦 　 略   |   世　界　動　物　園　水　族　館　協　会

保　全　へ　の　取　り　組　み別　　表  |  頭字語とウェブサイト

頭字語とウェブサイト

別　　表  |  用語解説

用語解説

AArk

両生類の箱舟
http://www.amphibianark.org

動物園水族館協会（AZA）　動物を絶滅から救う（SAFE） 
http://www.aza.org/safe

動物園水族館協会（AZA）　
AZA認証動物園・水族館のフィールド保全への貢献を向上するツールキット
https://www.aza.org/uploadedFiles/Conservation/Toolkit%20for%20

Increasing%20Field%20Conservation%20Contributions%202012_Final.pdf

AZA

動物園水族館協会
http://www.aza.org

CBD

国連生物多様性条約 
http://www.cbd.int 

CBSG

IUCN SSC保全繁殖専門家グループ
http://www.cbsg.org 

CBSM

コミュニティ・ベース・ソーシャル・マーケティング：持続可能な行動の育成
http://www.cbsm.com 

CITES

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
http://www.cites.org 

保全心理学
http://www.conservationpsychology.org/about/definition

フローズンアーク
http://www.frozenark.org

GSMP

国際種管理計画
http://www.waza.org/en/site/conservation/conservation-breeding-programmes/gsmp

ISIS

国際種情報システム機構
http://www2.isis.org  

IUCN

国際自然保護連合
http://www.iucn.org 

IUCN絶滅のおそれのある生物種のレッドリスト
http://www.iucnredlist.org 

リビングマシン
http://www.livingmachines.com

保全プロジェクト効果ツール
http://www.waza.org/en/site/conservation/conservation-impact

SSC

IUCN種保存委員会
http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/who_we_are/ 

about_the_species_survival_commission_

国連生物多様性戦略計画2011–2020：
愛知生物多様性目標
http://www.cbd.int/sp/targets

WAZA

世界動物園水族館協会
http://www.waza.org 

ZIMS

動物情報管理システム
http://www2.isis.org/products/Pages/default.aspx

動物園・水族館350運動
http://www.cbsg.org/zoos-aquariums-350

動物福祉 
動物がその生活環境にどう対処しているかということ。（科学的根拠によ
り示唆する）良好な福祉状況とは、健康で快適な、栄養状態のよい、安全
で生得的行動を表現でき、痛みや恐怖、苦しみなどの不快な状況にない動
物ということになる。 

水族館 
主に来館する一般市民向けに公開、運営されており、生きている野生生物
などの種が存在する常設施設。

バイオバンク 
研究目的で集積された生物データや医療データおよび組織試料の大規模な
コレクション。

生物多様性 
すべての生物、陸上生態系、海洋、その他の水界生態系、これらが複合し
た生態系の間の変異性をいい、種内の多様性、種間の多様性および生態系
の多様性を含む（CBDによる定義）。

飼育下（動物学的観点から） 
動物が人間の作った環境で維持され、人間の世話に全面的あるいは部分的
に依存している状態。

CO2排出量 
個人、組織、コミュニティの活動の結果として、大気中に排出されるCO2
（二酸化炭素）の量。

収集計画 
保全や教育的価値、ならびに適切な飼育能力によって決定し、飼育に適す
る分類群を優先的に選んで実施する、施設、地域あるいは世界レベルでの
戦略的な計画作成プロセス。収集計画は、施設の将来を構想し、組織の資
源や限界を考慮に入れながら行う。

気候変動 
化石燃料の使用による大気二酸化炭素濃度の上昇を主な原因とする、世界
的または地域的気候パターンの変化をいい、これにより、地球の気候系が
混沌とした移行状態に追いやられている。

保全 
長期にわたり自然生息地で種の個体群を確保すること（WAZAによる定
義）。

保全繁殖 
自然環境外の飼育下で、保全を目的として、動物の繁殖を行うプロセス。

保全成果 
飼育下または野生の種、および生息地レベルの量的、質的、その他の実
証可能な保全結果。

保全心理学 
自然界の保全を推進する方法に特に重点をおいた、人間とそれ以外の自然
との互恵関係に関する科学研究。

保全福祉 
野生生物研究活動や野生復帰プログラムなど、保全目標の達成をめざすと
同時に、良好な動物福祉状況を確保すること。

生態系 
生物とその物理的環境との相互作用にかかわる生物群集。

生態系サービス 
きれいな空気、きれいな水、栄養循環、土壌生成の提供など、人々に恩恵
をもたらし、地球上の生命のための条件を維持する自然のプロセス。

新興感染症 
新規あるいはこれまでに認識されていない細菌性、真菌性、ウイルス性、
その他の寄生虫性疾患。

環境教育 
自然界への理解や感謝をうながす指導や学習体験。

環境持続可能性
天然資源の枯渇や劣化を回避し、長期的に環境の質を維持するための環境
との責任ある相互作用。環境持続可能性により、将来世代がニーズを満た
す能力をおびやかすことなく、現在の個体群のニーズを満たすことができ
る。

安楽死
人道的で、無痛かつ苦しませない生命の停止法で、意識と中枢神経系の機
能を同時に失わせる方法を用いる。

フィールド保全
自然の生態系や生息地における、種の長期的な存続に直接貢献すること。

ゲノム資源バンク
さまざまな生物試料、特に配偶子（卵母細胞および精子）から得た、種の
遺伝情報の記録保管所。

ゲノミクス
遺伝子の同定とプロット、および遺伝子間や遺伝子と環境の相互作用の研
究。 

生息地分断化
かつての連続区域が断片化する生息地の消失や劣化をいい、これにより個
体群の減少がうながされ、エッジ効果や微気候の変化に見舞われる。 

ここに述べる定義は、本戦略における文脈により決定しています。これら

の定義は、本書での意味を明確かつ確実にすることを目的としています。
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Anne Baker
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Jeff Bonner
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Steve Burns

Onnie Byers

C

Bryan Carroll

Susan A. Chin

Ann Clarke

William G. Conway

D

Gerald Dick

Lesley Dickie

Candice Dorsey

Simon Duffy

第68回WAZA年次総会・専門会議（2013年10月13日～17日、米国、フロリダ州、オーランドにて開催）ならびに第69回WAZA年次総会・専

門会議（2014年11月2日～6日、インド、ニューデリーにて開催）において、ワークショップにご参加くださった100名をこえる方々から、

ご意見を頂戴できたことをありがたく思っております。また、2013年5月に米国、テキサス州、ヒューストン動物園および2014年5月にド

イツ、ライプツィヒ動物園が主催したWAZA保全戦略改定ワークショップにご参加くださった方々にも心より感謝申し上げます。	

加えて、本戦略のさまざまな草稿を根気よくチェックしてくださった以下の方々に御礼申し上げます。この業界の仲間たちは、アドバイス

や情報を提供してくれた、かけがえのない存在であり、そのエネルギーと熱意には、心を動かされました。
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用語解説

ライプツィヒ動物園、ドイツ
2014年にドイツのライプツィヒ動物園が主催した

WAZA保全戦略改定ワークショップの参加者。
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Heike Kück

L

Robert C. Lacy

Kristin Leus

Nick Lindsay

Jerry Luebke

Deborah Luke

Sonja Luz

M

Danny de Man

Judy Mann

Tiit Maran

Yolanda Matamoros

Elyse Mauk
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Jo-Elle Mogerman

Don Moore

Dave Morgan

N
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O
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Olivier Pagan

Theo Pagel

Katie Pahlow

Paul Pearce-Kelly

Zjef Pereboom

Wolfgang Peter

Lothar Philips

Sergey Popov
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George Rabb

Sharon Redrobe
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Peter Riger

Terri Roth
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Christoph Schwitzer
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William Spitzer

Miranda Stevenson

T

Kazutoshi Takami

Anne Taute
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Simon Tonge
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水平走査 
現在の思考や計画の範囲における潜在的脅威、機会、および将来的発展の
可能性に関する体系的調査。

統合型保全 
自然分布域内外の生物多様性保全につながるプロジェクトで、すべてのス
テークホルダーを考慮に入れる。

侵入種 
空間と資源に関して在来種と競合する種で、通常は外来種や移入種をい
う。

ワンプランアプローチ 
あらゆる管理条件下のあらゆる種の個体群（自然分布域内外）を考慮し、
保全計画構想の開始からすべての責任ある関係者や資源をまきこむ、統合
型の種の保全計画。

メタ個体群 
空間により分離しながらも同種からなり、個々のメンバーが個体群間を移
動して作用しあう、個体群の集団。

メタ個体群管理 
野生個体群と飼育下個体群の間の個体や遺伝子の交換などによる、（部
分的に）孤立した、同種個体群の集団の管理。

現代の動物園・水族館
高水準の野生生物保全、動物福祉、環境教育を達成するために努力してい
る現代の（この用語集で定義する）動物園や水族館。

個体群分断化
野生で生きる動物集団が他の同種集団から分離し、集団間の遺伝子流動が
可能となるつながりを断たれた場合で、多くの場合、生息地分断化につな
がる。

保護区
関連する生態系サービスと文化的価値をともなう自然の長期的保全を実現
するために、法律その他の有効な手段により、承認、提供、管理されてい
る明確に定められた地理空間。

分布域 
種が分布する区域。

再導入
種をそれが消失した自然分布域内に復帰させること。

血統登録台帳
出生、死、遺伝的関係といった生物データの詳細な記録であり、これを分
析することにより個体群の管理が可能になる。

サプライチェーンアクティビズム
保全効果の拡大に向けて、力を合わせて、商品やサービスの供給者に大き
な影響をあたえようとする組織の行動。

U

Kirsten Ufer

V

Robert Vagg

Stephen van der Spuy

William Van Lint

Monique Van Sluys

Tony Vecchio

Kris Vehrs

W

Sally Walker

Pam Warfield

Jason Watters

John Werth

Robert Wiese

David Williams-Mitchell

Roland Wirth

Z

Bill Zeigler

Merel Zimmermann

カリフォルニアコンドル

持続可能な手法
負の環境影響を削減し、生態系的利益や社会的利益を高める行動。

移殖
個体群、種、生態系レベルで目に見える保全効果を生むことを目的とし
た、ある場所から別の場所に解放する意図的な生物の移動。

動物園
主に来園する一般市民向けに公開・運営されており、生きている野生生物
などの種が存在する常設施設。
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Pages 2-3, マウンテンゴリラ、ルワンダ 
© Karim Sahai Photography

Page 9 , ワタボウシタマリン 
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA 

Pages 10-11, ルジェンダ川に沈む夕陽、モザンビーク
© Susan K. McConnell / www.susankmcconnell.com

Page 12, マサイマラ、ケニア  
© Byelikova_Oksana

Pages 14-15, アフリカゾウ、ボツワナ 
© Ben Neale, Gallery Earth Photography / http://galleryearth.com.au

Page 16, モーリシャスチョウゲンボウ 
© Gregory Guida

Page 18,  クガラガディ・トランスフロンティア・パーク 

© Nicole Gusset-Burgener

Page 19, ケープペンギン 

© Jonathan Heger

Pages 20-21, オランウータン 
© Joel Sartore, Photo Ark

Page 22, 環境のために団結しよう 
© Michelle A. Slavin

Page 24, キリン舎の屋上 
© Cincinnati Zoo & Botanical Garden, OH, USA

Page 24, ズー・ドゥー 
© Ryan Hawk, Woodland Park Zoo, WA, USA

Page 24, ソーラーパネル
© Vienna Zoo, Austria

Page 26, メルボルン動物園のバタフライハウス
© Zoos Victoria, Australia

Page 26, 携帯電話のグラフィックアート 
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 27, アメリカバイソン 
© GlobalLP

Pages 28-29, オサガメ 
© Joel Sartore

Page 30, バンクーバーマーモット
© Ollie Gardner

Page 31,  ゴリラドクターズ
© Gorilla Doctors / www.gorilladoctors.org

Page 32, マダガスカルの森林再生活動
© Susie McGuire, Conservation Fusion

Page 33, SAFE－動物を絶滅から救う
© Association of Zoos and Aquariums

Pages 34-35, マールアライアンスにおけるサメの標識づけ
© Renee Bumpus, Houston Zoo, TX, USA

Page 36, グレビーシマウマ
© Tyrel J Bernadini, Grevy’s Zebra Trust

Page 37, マリアナ諸島鳥類相保全プログラム
© Hannah Bailey, Houston Zoo, TX, USA

Page 38, リカオンの糞便
© Marion L East & Heribert Hofer

Page 39, 吸血昆虫
© Christian Voigt, IZW

Page 39, キノガーレ
© Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW); Sabah Forestry 

Department (SFD); Sabah Wildlife Department (SWD)

Page 39, ワタボウシタマリンの研究
© Lisa Hoffner

Page 40, ヨウスコウワニ
© Webitect | Dreamstime.com - Yangtze Alligator Photo

Pages 42-43, アシカの展示
© David Merritt, Saint Louis Zoo, MO, USA

Page 44, ブチイシガメ
© Michael Durham, Oregon Zoo, OR, USA

Page 46, シーフードウォッチ
© Monterey Bay Aquarium, CA, USA / partnerships@mbayaq.org 

Page 46,  ボーイスカウトのゾウを守る誓約
© Julie Larsen Maher, Wildlife Conservation Society, NY, USA

Page 47, オランウータンの展示
© Zoos Victoria, Australia

Page 47, Biodiversity is Us（生物多様性、それは私たち自身です） 
© WAZA, Switzerland

Page 48, チーターのぬいぐるみ
© Wild Republic, K&M International Inc. 

Page 48, 帆布バッグ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 48, ユキヒョウ祭り  

© Maya Erlenbaeva

Page 49, クロアシイタチ
© U.S. Geological Survey, Department of the Interior

Pages 50-51, Atelopus limosus
© B. Gratwicke, Smithsonian’s National Zoo, DC, USA

Page 52, アオコブホウカンチョウ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 53, リカオン  
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 53, レッサーパンダ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 53, アルーバガラガラヘビ
© Stan Mays, Houston Zoo, TX, USA

Page 54, ナッタージャックヒキガエル
© Henrik Egede-Lassen

Pages 56-57, タイヘイヨウセイウチの幼獣
© Julie Larsen Maher, Wildlife Conservation Society, NY, USA

Page 58, ヒガシシマバンディクート
© Zoos Victoria, Australia

Page 59, ミーアキャットのエンリッチメント
© Dale Martin, Houston Zoo, TX, USA

Page 60, エイの手術
© Brenna Hernandez, Shedd Aquarium, IL, USA

Page 61, ロドリゲスオオコウモリ
© Ray Wilshire, Paignton Zoo, UK

Page 63, サンゴの復元
© Mike Concannon, Houston Zoo, TX, USA

Page 66-67, カリフォルニアコンドル
© Ian K. Barker, San Diego Wild Animal Park, CA, USA

Page 67, WAZAワークショップ参加者
© Leipzig Zoo, Germany

Page 69, コガネオオトカゲ (Varanus melinus)
© reptiles4all

コガネオオトカゲ
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