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世界動物園水族館動物福祉戦略を読んでいて、私は、それが動物に対する倫理的配慮の発展の歴史にいかに符合しているかを知り、驚かされました。
これらの配慮は、3段階に分けられます。
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動物愛護国際基金（IFAW）
世界動物園水族館動物福祉戦略は、印象的な読み物になっています。準備に相当の思考が費やされ、動物福祉の基本原則と提言について、よく調査し

第１段階は、1700年代および1800年代で血なまぐさいスポーツやあからさまな残酷行為がまだ普通に行われ、完全に合法であった頃、改革者が社会
進歩の広範囲なプログラムの一部として、残虐なことをやめさせようと努めました。これは、多くの国で意図的な残虐行為を犯罪行為と見なすようにな
り、牛攻めや闘犬のような娯楽の禁止につながりました。

徹底していることは明らかです。IFAWは、野生生物は、野生に存在すべきと考えていますが、様々な理由から、野生動物が人間の保護下におかれてい
ることを認識しています。我々の見解では、第一に考慮すべきは、問題になっている動物の福祉です。この理由から、WAZAの動物福祉への新たな取り
組みは、特に重要であり、実施されたら、世界中の動物園・水族館の動物の生活が向上するはずです。我々は、WAZAのこの試みがうまくいくことを祈
っております。

その後1900年代に、食品生産や生物医学研究における組織化された利用が大規模になるとともに、動物倫理の主問題は残虐行為ではなく、動物の自由
を侵害したり剥奪したりするような方法で、動物を実用的な目的のために利用することであると見なされました。これは、動物の権利や動物の解放とい
った、動物の所有権や動物の利用をすべて反対する急進的な考え方を生み出しました。また、人間の監督下にある動物の福祉や「生活の質」についての
配慮、動物にとってのよい暮らしと考えられるものは、どんなことかを理解するために、科学的、哲学的模索をも生じさせました。
今世紀には、残虐性は根強く存在するものの、そして莫大な数の動物が、食料やその他の目的に利用され続けているものの、私たちはまぎれもなく第
3段階に進んでいます。私たちは、急増する人口がこの地球に生息する人間以外の生き物に意図せぬ影響をおよぼしていることを知っています。私たち
は、彼らの生息地を破壊し、彼らの環境を汚染し、彼らの生態系に侵入種をもちこみ、鳥の飛行経路に建造物を建て、大地を耕し、樹木を伐採し、車を
運転し、燃料を燃やすなど、数え上げるときりがありません。今までこうした問題の議論は、個体数や種のレベルであつかう「保全」に焦点がおかれて
きました。しかし、今や私たちは、こうした人間の同じ行為が個々の動物に大きな害をあたえており、こうした活動は、個体数や種の保全だけではな
く、個々の福祉にとっても大きな懸案事項になっていることを認識しています。

ヒュメイン・ソサイエティー・インターナショナル（HSI）
世界中には何千という動物園・水族館が、動物福祉の基本水準すら満たしていない設備、手段、考え方で運営されています。世界動物園水族館動物福
祉戦略は、いくつもの重要な分野における産業革命をうながすために、実務的、かつ科学的な管理指導をしています。HSIは、WAZAの指導力を歓迎
し、その努力がWAZA会員および非会員の施設における動物園・水族館の動物にとって、意義深い変化を生み出すことを期待しております。

世界動物保護
動物園・水族館は、正しくかつ最良の方法で運営されるならば、絶滅の危機にある野生種の保全に不可欠な役割を担う可能性を秘めています。世界動
物園水族館動物福祉戦略は、現代の動物園・水族館運営計画に動物福祉への配慮を組みこむことが、極めて重要であることを認識しています。世界動物
保護は、WAZAの力強い率直な取り組みを歓迎し、その努力が世界中の動物園・水族館にいる野生動物にとって、よい変化となることを期待しておりま
す。

歴史的に見ると、保全活動家と動物福祉運動家の間にコミュニケーションが欠けており、ともすれば対立すらしてきました。一例をあげると、保全活動
は、狩猟や釣りのために野生個体群を残しておきたい人々に支持されましたが、これに対して動物福祉運動家は、狩猟や釣りという行為を問題視し、動物

フォー・ポーズ

解放家は、反対をしました。そして有害生物駆除や動物の野生復帰など保全目的の活動が、しばしばそれに巻きこまれる動物の害となることもありまし

フォー・ポーズは、動物園の動物福祉が着実に向上していくことを積極的にめざしています。それゆえ、我々は動物園・水族館動物の幸福のためのよ

た。しかし、あまりにも多くの人間活動が保全と福祉の両問題を生じさせる世紀においては、2つの分野の間には、相違性よりもはるかに多くの共通する

り高い基準の導入に、WAZAが関与することを大いに称賛し、世界動物園水族館動物福祉戦略を歓迎します。ガイドラインの正しい導入は、動物園・水

懸案事項が存在するのは確かです。必要なのは、共通の問題に直面するために、保全と動物福祉双方の推進力を束ねるような物の考え方と行動計画です。

族館の動物の福祉を改善することに貢献し、世界の動物園業界におけるよい変化に影響をあたえると確信しております。

動物園・水族館は、この領域で重要かつ複雑な役割を担っている。一方においては、動物園・水族館は、たとえ単に「飼育下」で動物を保持している
というだけでも、原理上、動物解放家に反対されています。次に、動物園・水族館は、収容されている動物たちの生活の質を、種やスタッフや施設次第
でよくも悪くもすることができるので、動物福祉という懸案事項の中心になっています。よい施設は、研究や改善、モニタリングなど、飼育下にある動
物たちの福祉を向上させるよう設計したプログラムによって、これらの懸案事項に対処しています。3番めに、多くの動物園・水族館は、保全活動に携わ
っています。もし、動物福祉を念頭においてこうした活動が選択され遂行されているならば、それは種と個体群の保全のためだけでなく、野生動物の福
祉を高める可能性を有していることになります。最後に、動物園・水族館は、多くの人々とつながっているので、自由生活をする動物たちの福祉と保全
の双方を支援するやり方で活動するよう、人々を刺激し動員する潜在能力をもっているのです。

英国王立動物虐待防止協会 （RSPCA）
人間の飼育下に動物をおくことは、単に苦痛をあたえないだけではなく、動物が質のよい生活を得られることを保障するという意味において、大きな
責任がともないます。RSPCAは、WAZAが世界動物園水族館動物福祉戦略の中でこのことを認識していること、および動物園・水族館に対してこれを
どのように遂行するかについて実際的な指針を出していることを称賛いたします。RSPCAは、世界中の動物園・水族館がこの戦略を活用し、彼らが飼育
している動物たちの生活を本当の意味で向上させるところを見てみたいと思っております。

ワイルド・ウェルフェア

世界動物園水族館動物福祉戦略は、意義のあるタイムリーな一里塚です。これは動物園・水族館動物の福祉についての懸案事項に、認証評価、スタッ

ワイルド・ウェルフェアは、世界動物園水族館動物福祉戦略を強く支持します。これは、すべての動物園・水族館が、動物たちの飼育と福祉をたえず

フの意識、展示設計および環境エンリッチメントを通して、動物福祉の評価と管理に体系的に取り組むことで対処しています。しかし、それは動物福祉

向上させ続けることについての青写真になるでしょう。動物園・水族館が自らの存在を正当化するには、自然界の動物たちに関心を持ち、理解し、守る

を繁殖計画や動物を野生に復帰させる計画といった、動物園・水族館の保全活動にとり入れてこそ、さらに前進するのです。それはまた、動物園・水族

ことを来園者にうながすために動物を見せるだけではなく、可能な限り最高水準の福祉をあたえていることをはっきりと示さなければなりません。この

館の広報活動における動物福祉を含んでおり、したがって、野生動物を保全と動物福祉双方の目的で守る必要性についての認識を高めようとしている園

戦略は、すべての動物園・水族館の歩むべき道を定めています。

館の後押しとなっています。
野生動物の福祉を主要な関心事とする団体は、少ししかありません。動物園・水族館は、世界動物園水族館動物福祉戦略にしたがうことにより、本当
に必要な役割を果たすことができます。

Professor David Fraser
動物福祉プログラム、ブリティッシュ・コロンビア大学、バンクーバー、ブリティッシュ・コロンビア、カナダ
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スミソニアン国立動物園、DC、アメリカ
飼育員がアシカの自然行動をひき出すトレーニングをしている。

動物園・水族館は、現代の保全活動機関としての目標をつらぬく中で、
動物福祉の高い水準を達成する責任があると信じています。

近年、動物学と動物福祉学に関する知識が著しく進歩しています。その

世界動物園水族館協会（WAZA）の目標は、正しい保全活動ですが、こ

結果、現代の動物園・水族館は大きな変貌をとげました。過去の動物園・

の戦略は、WAZAが会員および動物園・水族館の同僚に対して動物福祉の

水族館は、来園者を楽しませるために動物を「展示」するところでした

専門知識とリーダーシップと能力を構築するよう指導することに賛同しま

が、現代の動物園・水族館は、動物福祉の中心でなければなりません。飼

す。

育する動物たちの状態が最良であるような飼育を保証しなければならない

世界動物園水族館動物福祉戦略は、容認できる動物福祉基準とそ

のです。また、動物についての科学的知識は発展するので、それを常に採

れに関連する最良の実践方法を、どのようにして確立し、維持する

用していかなければなりません。

かのガイダンスです。それは、WAZAの会員から期待されている動

世界規模で動物福祉基準を導入する努力が続けられる一方で、様々な観

物福祉の手法と運営の概要を説明し、動物園・水族館業界において

点、社会からの期待、多様な管轄機関による枠組み作りと法律制定によっ

マズローの要求段階説

る関心を、マズローのピラミッドで最も高い位置にある健康と幸福に向けます。木の根は、栄養系統も含め、重要で根源的な生存への欲求を表してお
り、それらは、経験と科学によって知りえたことです。幹では、健康管理が動物の生理的ニーズと安全へのニーズを満たします。樹冠は、福祉に関連す
る最も多様で複雑な活動で、動物園・水族館の最も優れた設計と管理を動物たちにもたらします。木から飛び立つ鳥は、動物園・水族館の理想－本来の
能力をとりもどさせ、うながすことを示しているかもしれません。木は他の種にも複雑なすみかをあたえるように、動物園や水族館はその枠を超えて動
物の福祉を育むことができます。
物

福

祉

戦

略

|

このためにWAZAは、会員とすべての動物園・水族館に対して以下のよ

う重要な立場をとることになります。世界動物園水族館動物福祉戦略は、

私たちは、世界動物園水族館動物福祉戦略の大志を表現するとき、マズローの要求段階説ピラミッドに1本の木を重ねます。すなわち、動物福祉に対す

動

進行している積極的な動物福祉の進展を支持するものです。

て、すべての動物園・水族館は、飼育する動物たちの生活を改善するとい
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うに求めます：

動物園・水族館が簡単な福祉モデル－「5つの領域」－を適用し、すべての

・飼育下の動物に対して高い動物福祉基準を達成するよう努力し、

業務において、飼育するすべての動物に対して、動物福祉に継続して関与

・動物福祉のリーダー、提唱者かつ権威ある助言者であること。そして、

するべきであると提言します。本戦略は、スタッフに動物福祉についての

・動物の生理的、行動的ニーズを重視した環境をあたえることです。

教育とトレーニングを継続して行うこと、そして動物福祉研究に関与し、
動物福祉の知識を展示設計に応用し、動物福祉の先駆的施設であり続ける
よう提言します。
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⒋動物が関係するいかなる研究においても、動物福祉に対する配慮が明確

第１章：動物福祉とその評価

第３章：環境エンリッチメント

第５章：繁殖プログラムと収集計画

⒈貴園館組織の動物福祉原則に対する明確な関与を示した、動物福祉憲章

⒈飼育している全動物の毎日の管理にエンリッチメントの戦略と活動を根

⒈総合的な種保全計画に沿った繁殖計画と種の管理に対する提言を導入

に見出され、研究対象に対しての悪影響は、最小限かつ一過性で、理に

づかせるため、職員の技能、職場内の文化および責任を築きあげましょ

し、それにしたがい、動物にとって負の福祉となるような結果を最小限

かなったものであることを保証するために、研究指針と研究プロトコル

を作成しましょう。
⒉飼育をする場合、その動物の生理的・行動的欲求を満たしてあげましょ
う。実現可能である限り、彼らが課題と選択に対する報酬を享受できる

う。これらの戦略と活動を定期的に見直し、この分野での職員のトレー
ニングを継続しましょう。
⒉動物たちの精神的健康を最大限に高めるために、課題や選択、楽しみを

機会をつくってあげることもこれに含まれます。
⒊貴園館が保有しているすべての種について、正の福祉状態をより一層推

あたえる様々なエンリッチメントを導入しましょう。必要に応じてそれ

進するために、動物福祉に対する理解を向上させ続ける努力をしましょ

を変更し、種に特有な自然な行動の多様性をひき出すように設計しまし

う。

ょう。

⒋動物の生理的/機能的状態と行動の発現に連携する指標を用いて、科学的

⒊エンリッチメントやトレーニングの手段として、正の強化を用いましょ
う。

根拠に基づいた動物福祉のモニタリング手順を実施しましょう。
⒌動物福祉の様々な状態を理解し評価するために、「５つの領域」モデル

⒋エンリッチメントの成功と失敗を評価し、他の動物園・水族館とその失
敗例や成功例を共有し、自分たちおよび他の人たちのエンリッチメント

を用いましょう。

の知識や活動を向上させましょう。

⒍動物福祉とその管理についての知識と理解を広めましょう。

⒌展示のデザインや改良に環境エンリッチメントをとり入れましょう。
⒍入園者とエンリッチメントの話を共有し、動物の生態や福祉への理解と
知識を広げましょう。

第２章：動物福祉のモニタリングと管理
⒈まず、動物福祉をベースとする認定制度をつくりましょう。これは、地
域の動物園水族館協会を通して行うか、他の地域または国が用いている

⒎その種に特有な行動欲求を満たせるように考えられた独特で対象にあわ
せたエンリッチメントを用いましょう。

を確立しましょう。

に抑えるようにしましょう。
⒉繁殖の際は、発情のモニタリング、動物隔離、熟練した観察の継続など

⒌正の動物福祉を促進するよう、積極的に研究パートナーを支援しましょ
う。

によって、正の福祉管理を促進しましょう。
⒊専門職員を配置し、必要とあれば、外部の専門家の意見を導入して、繁

⒍総合的に動物福祉、特に保全福祉を強化するために、貴園館における研
究に基づく活動分野として、保全医学を促進させましょう。

殖関連の動物福祉問題を監督しましょう。
⒋野生にもどすために繁殖させる場合には、野生で生きていくことと野生
個体群に加入したことにおける動物福祉のバランスに特別の注意をはら
いましょう。
⒌安楽死させる場合の状況や誰に実行を委任するのか、その概要を記載し

第８章：動物福祉におけるパートナーシップ
⒈動物福祉の専門知識において、広く認められた中心的存在となり、他の
施設の動物福祉を支援し助言しましょう。

た明確な指針を作成し、用いましょう。
⒍動物収集の長期計画には、種の特性に対応した動物福祉への配慮が十分

⒉貴園館の動物管理および獣医を含む関連職員全員が密接に協力しあい、

になされており、生涯にわたる飼育と高い水準の福祉があたえられる保

動物の健康と福祉に関する専門性が常に更新されていることを確認しま
しょう。

証があることが必要です。
⒎動物入手を検討する際には、野生の個体群に影響をあたえることのな

⒊大学や研究団体および他の動物施設と協力しあい、パートナーとなっ
て、動物福祉の状況と動物の繊細さへの理解を深めましょう。

い、あるいは、動物福祉がそこなわれるかもしれないような野生動物の
商業生産を強化することがないところから入手することが必要です。

⒋動物福祉団体や外部の福祉専門家と連携し、動物倫理福祉委員会や同様
の団体の意見を聞き、貴園館の動物福祉を見直しましょう。

動物福祉基準や、モニタリング方法を採用して行うのがよいでしょう。

⒌飼育している動物に正の動物福祉をもたらすための指導を必要とする他の

⒉動物飼育をする職員は、科学的訓練と専門知識を備え、常に動物の健
康・福祉を監視する最新のモニタリング方法に通じ、他の専門機関や組

第４章：展示デザイン

第６章：保全福祉

動物施設とパートナーまたは「対」になりましょう。これは、職員の交

織とつながりをもち、知識と成功事例を共有しましょう。

⒈その種にふさわしい動物福祉を支える環境特性を明らかにし、それらの

⒈貴園館が支援するすべての保全活動とプロジェクトを構成する要素とし

換、研修の機会、手法の交換、助成金によって可能となるでしょう。

⒊定期報告および動物の行動と健康状態のモニタリングを実施するよう、

特性をすべての展示デザインや改良の第一基準としてとり入れましょ
う。特性は最新の科学的根拠に基づくアドバイスを基にした、種にふさ

職場文化を育て維持しましょう。
⒋最新の動物福祉研究結果を利用し、個々の動物および群れについて、新
しいデータとの比較を可能にするため、他の施設と共同で、動物福祉デ

わしいものであることを確かめましょう。
⒉動物の生理および行動のニーズにかなうように配慮しましょう。好奇心
や何かに没頭するような環境をあたえ、季節の変化も含め自然の構成要

ータの「基準値」を確立しましょう。
⒌動物がどのように輸送され、そしてそれが、動物福祉への潜在リスクを
含んでいるかを調べましょう。国および国際基準を遵守した動物移動計
画を開発しましょう。受け取る側の施設の動物福祉基準と実施方法を確
認し、本書や地域の動物園水族館協会が概説する動物福祉政策に合致し

素にふれられるようにしましょう。また、個々の動物ないしは群れのニ
ーズが、時間とともに変化していくことにも配慮しましょう。
⒊展示施設は、動物福祉の管理上、動物の隔離が必要となる場合に対応で
きるようにしましょう。
⒋動物が過度のストレスやけがもなく、豊かで充実した生涯を送れるよう

ているか、それ以上であることを求めましょう。
⒍動物福祉と予防医療を含む健康管理を高い水準に保つため、広範囲な分
類群に通じた獣医、生物学者、動物福祉学者、動物行動専門家を雇用し

合には、幼獣、傷病個体、老齢個体が必要とする特殊な対応を含む専門
⒏人間と動物の間の感染を含む動物疾病の大発生に備え、予防・対策計画
を整備し、必要な場合には検疫プロトコルが使えるようにしておきまし

的な解決策を見出し、他の園館と共有しましょう。
⒍展示における動物福祉について来園者に説明し、どこにいる動物に対し
ましょう。
⒎動物たちが周囲の環境に対して、常に種にふさわしい複数の選択や、制
御ができるような機能をもたせることに配慮しましょう。

ょう。

第９章：来園者の関与と参加体験

技能において、協力をするようにしましょう。

⒈福祉がそこなわれるようなときは、参加体験に動物を使うのはやめましょ
う。

⒊管理することによって保全の成果が動物福祉への影響を上回るかどう
か、評価してみましょう。

⒉参加体験に使われた個々の動物すべてについて、動物福祉の詳細な評価を
行い、継続してモニタリングを行いましょう。苦痛を示す行動やその他

⒋動物福祉を評価することも含めた、種の保全の枠組みの重要性に対する

の指標の値が増加する場合は、動物をそのような活動から外しましょう。

理解を構築しましょう。
⒌貴園館の保全活動や、連携する相手の保全活動において、個々の動物の

⒊すべての参加体験と関連するプレゼンテーションの意図に付随するメッ
セージは、保全に対する理解を高め、保全成果を達成するものであるこ

ニーズと正の福祉の促進が常に配慮されていることを確認しましょう。

とを確認しましょう。
⒋動物が不自然な行動をするようなショーや展示、参加体験を企画した

うにしましょう。

ても、その福祉を改善するために彼らができることは何かを教えてあげ

家としての方針を確立しましょう。

帰プロジェクトのようなフィールド作業に関連する、動物福祉の知識と

に、スタッフは、管理や飼育、トレーニングを安全かつ容易にできるよ
⒌展示デザインの質を評価するためのモニタリングを行いましょう。建設

ましょう。
⒎生涯にわたる飼育に関して総合的な動物健康管理計画を立て、必要な場

て、動物福祉を確立しましょう。
⒉フィールドで保全活動をする連携団体とともに活動し、例えば、野生復

第７章：動物福祉研究

り、寄与したり、参加するのはやめましょう。種の保全が最も重要なメ

⒈大学や研究機関、他の動物施設と共同で行う研究分野として、動物福祉

ッセージであり、目的でなければなりません。

と福祉のモニタリングを優先しましょう。

⒌貴園館のすべての動物が丁寧にあつかわれるよう、作業工程を定めてく
ださい。これには、動物をどう描写し、解説するべきかということも含

⒉動物園・水族館での高い動物福祉を支えるために、理にかなった学術研

まれます。

究に基づく結果を採用し続けましょう。
⒊研究活動を検討し、監視するために、またさらなる科学的な正確さを培

⒍話やサイン、解説を通して、貴園館の動物福祉がどのようにして改善さ
れたかを説明しましょう。

うために、貴園館の運営全体において、動物倫理、福祉、研究委員会あ
るいは同様の組織を外部の意見とともに活用しましょう。

⒎参加体験の展開を検討する際は、環境教育の効果を評価する根拠となる
知識と専門技術をもつ組織と連絡をとり、利用しましょう。
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この戦略の開発は、
世界中の動物福祉とその向上に関する
理解を高めることに役立ちます。

生

生

物

たらよいのかを強調し、正の動物福祉状態およびそれらの園館の認識の促

動物福祉戦略を開発することになりました。動物福祉の改善を掲げる国際

進に役立つ取り組みに注目します。これは、動物福祉基準を規定するもの

的、地域的、国家的運動の例は、数多く、その一部を以下に列挙します。

ではありません。また、適切な政策の確立が検討できそうな分野について

まずはじめに、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）が2001年に世界的な動物福祉
への取り組みを開始し、様々な動物種や動物に焦点をあてた活動に対する
14の動物福祉基準を作成し、それぞれの基準が完成したので、ＯＩＥ加盟

は、若干の提案をしてはいるものの、動物園・水族館に動物福祉関連の政
策の変更を強要しようとするわけでもありません。これは、2003年に採択
された「WAZA倫理・動物福祉要綱」（別表参照）に沿っています。

国（現在180ヵ国）は、満場一致でその採用を可決しました。また、国連

国際的にそれぞれの国の動物園・水族館の動物福祉を改善するために実

食糧農業機関（ＦＡＯ）の動物福祉能力構築活動、国際標準化機構（ＩＳ

用的な措置をとることは、参加者が異なる地点に到達している「旅」とい

Ｏ）による動物福祉管理技術仕様書、およびセイフ・サプライ・オブ・ア

う観点でとらえることができるかもしれません。まだ旅の始まりにいる施

フォーダブル・フード・エブリフェア（SSAFE）のような機関による、国

設もあれば、中間地点にいる施設もあり、それ以外は、すでに相当の距離

際的民間組織のリーダーシップなども注目すべきで、どれも正しい業務手

を旅している施設もあるでしょう。それぞれの国で旅に影響をおよぼす主

順に動物福祉を定着させようとの意図があります。

な要因が相互に作用しあい、その複雑な力学によってそれぞれの旅の正

同様に国際および国内の獣医師会だけでなく、様々な農業部門を代表す
る国際機関が動物福祉政策を採用し、多国籍の食品加工流通企業は、供給
元に対して、種にふさわしい動物福祉基準を満たすことをますます要求す
るようになってきました。さらに国際金融公社（ＩＦＣ；世界銀行グルー
プの一員）、欧州復興開発銀行（ＥＢＲＤ）およびラボバンク・グループ
は、農業関連の顧客への融資前提条件として動物福祉基準を満たすことを
盛りこんだ貸出基準を作成あるいは作成中です。

確なルートと速度が決まります。これらの要因としては、社会的・文化

Greg Vicino。David Fraserは、ご親切にも前文を書いて下さり、Júlia

下をまねくかもしれないことを認めています（第5章）。しかしながら、そ

編集を手伝っていただき、Megan Fariasは、Martha ParkerとPeter Riger

のような活動を行う際に福祉の低下を最小限にするために採用するべき方

とともに本書のデザインをしてくださいました。私たちは、この戦略の初

法は、持続可能な種の管理目標と一体化することに気づかされます（第6

期の草稿を読んで意見をくださった以下の方々にもお世話になりました：

章）。したがって、全体としての目標は、できれば、野生生物保全と動物

Heather Bacon, Claire Bass, Sally Binding, Wen-Haur Cheng, Ros Clubb,

福祉の目標と活動を調和させることなのです。

Peter Clark, Neil D’Cruze, Danny de Man, Gerald Dick, Peter Dollinger,

戦略は、動物福祉管理にも、動物園・水族館が行う研究にも、科学的根

びその他のＮＧＯは、様々な取り組みを通して前向きな影響をあたえ続け
ており、その中には、国連の「動物福祉宣言」採択や、アニマル・プロテ
クション・インデックスの一プロジェクトによる、一連の中核となる指標
を用いた各国政府の動物福祉政策のランク付け、ならびに「動物福祉のた
めのビジネス・ベンチマーキング（ＢＢＡＷ）」プロジェクトなどが含ま
れます。

Peter Pueschel, Alex Rübel、Simon Tonge, William van Lint、Kris Vehrs,
Gisela von Hegel, Sally Walker, John Werth。ヒューストン動物園は、寛大
にもこの戦略の開発を支援してくださいました。

水族館動物の生活改善を意図した福祉管理における重要な要素すべてに注

また、WAZA理事会の方々および、2013年と2015年に世界の動物園・

がれる経験と技能の基盤を広げることです。最後に、来園者の関与が必要

水族館と学術機関からの代表者を交えて開催された本戦略に関する２つ

なことを認めつつも、来園者の参加体験プログラムすべてにおいて、動物

のワークショップの参加者の方々よりいただいた情報に感謝しておりま

の福祉を守り高める重要性を強調しています（第9章）。

す。特に私たちは、本書の作成を大いに支援してくださった以下にあげる

各章は、はじめに実行できる政策の構築に重点をおいた提言を掲げるよう
に構成されています。次にその章の内容が紹介され、最後は、主に章の内
容を実行可能な行動におきかえたチェックリストでしめくくられています。
私たちは、この戦略の開発において、執筆者の方々とその所属する園館

NGOの国際的動物福祉団体を代表する方々に対して感謝申し上げたいと
思います：フォーポーズ、ヒュメイン・ソサイエティー・インターナショ
ナル（HSI）、動物愛護国際基金（IFAW）、英国王立動物虐待防止協会
（RSPCA）、動物福祉大学連合（UFAW）、ワイルド・ウェルフェア、
世界動物保護。

（4頁参照）に深く感謝するとともに、貢献いただいた以下の方々にも心か

悲しいことに、この戦略を開発中、Peter Pueschel 氏（インターナショ

ら御礼を申し上げたいと思います：Georgina Allen, Andrew Baker,

ナル・エンバイロンメンタル・アグリーメンツ、IFAW会長）がご逝去さ

Tiffany Blackett, Miriam Brandt, Lee Ehmke, Frank Göritz, Brij Gupta,

れました。彼の思い出はこれらのページに生き続けることでしょう。

Becca Hanson, Robert Hermes, Thomas Hildebrandt, Warner Jens,
David Jones, Pia Krawinke, Jörg Luy, Lance Miller, Leo Oosterweghel,

質、社会における動物の立場についての現在および過去の観点、そして動
物福祉とは何かについての見解などがあるでしょう。それにもかかわら
ず、WAZAの会員機関において明白な旅の様々な進捗状況は、旅がかなり
先まで進行している施設とまだいくらか歩むべき距離を残した施設の間で
建設的な相互関係を結ぶ機会を数多くもたらします。この戦略の活用で、

もっと具体的にいうと、この戦略は、動物園・水族館にとって、保全、

David J. Mellor

教育、研究そしてリクレーションの目標をつらぬく中で、高い基準の動物
福祉を達成するためのガイダンスになります。それは、動物福祉とその評
価についての最新の科学知識を簡潔に説明しています（第1章）。高い動物
福祉基準の達成は、正しい動物飼育は、科学に基づくモニタリングに支え
られてこそなりたつことを認め、そうするための事実に基づいた手段を簡

Susan Hunt

潔に述べています（第2章）。そのようなモニタリングと飼育を行うには、
動物福祉の負の状態を最小化することと、それが可能で適切ならば、正の

この戦略のねらいは、この20年間に起きた現代の動物園・水族館の大変

状態を促進することの双方に集中する必要があります。職員が動物に課題

化－1993年に発表した「世界動物園保全戦略」、2005年の「世界動物園水

と選択の機会（第3章）をあたえるために率先して行う環境エンリッチメン

族館保全戦略」、2009年の「保全と持続可能性のための世界水族館戦略」

トは、動物の快適さ、喜び、興味と満足感（第4章）を高める展示デザイン

、2015年に改訂された「世界動物園水族館保全戦略」に導かれた変化を

とともに、動物福祉の正の状態を促進する重要な要素です。

さらに後押しすることです。動物園・水族館の活動の中には、動物福祉に

福

Jörg Junhold, Ron Kagan, Thomas Kauffels, Theo Pagel, Thomas Pietsch,

的原則、宗教戒律、倫理問題、経済的制約、政治的関与の範囲および性

最後に、ワールド・アニマル・プロテクション（旧称は世界動物保護協

物

ます（第8章）。全体的な目的は、領域を広げること、すなわち、動物園・

Dag Encke, Karen Fifield, Jenny Gray, Myfanwy Griffith, Robert Hubrecht,

会員間にそうした建設的な相互関係が広まっていくことが期待されます。

会）、コンパッション・イン・ワールド・ファーミング（ＣＩＷＦ）およ

動

慮

Hanuliakováには、福祉ピラミッドの図をいただき、Georgina Allenには、

加する意思のある団体と、積極的に共同作業することの価値を強調してい

著しく高まり、世界動物園水族館協会（ＷＡＺＡ）は、世界動物園水族館

配

戦略は、繁殖、輸送、野生への復帰など、動物園・水族館および野生に

れだけでなく、外部の同僚や、関心をもち、話しあいや活動に建設的に参

悪い影響をあたえるものもあり、どのようにしてその悪影響を最小化させ

の

おける持続可能な種個体群を支えることを意図した活動が、動物福祉の低

拠に基づいた方法を採用することの重要性を強調しています（第7章）。そ

この25年間、特に最近15年間、世界中で動物福祉とその管理への興味が

へ
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に

この戦略は、
動物園・水族館が現代の
保全機関としての目標をつらぬく中で、
動物福祉の
高い基準を達成するためのガイドです。

動物、特に哺乳類と鳥類の容認できるあつかい方と受け入れがたいあつ

背景
ますます都会化するこの世界で、動物園・水族館は、人々と自然を結び

かい方に関する社会の考え方は、それらの動物の生理的、行動的ニーズへ

つけることをめざしています。人間と自然界の間の重要な仲介者として、

の理解が高まるにつれ、大きく変化しました。今日、保全に関連する手段

動物園・水族館は、人々に野生生物を魅力的な環境の中で安全に体験する

を野生動物に用いる場合、正しい動物福祉基準をどのように維持できるの

ことを可能にします。また、生物の多様性を保全することに貢献し、同時

かについて重大な関心がよせられています。保全と福祉の管理は、密接に

に野生生物への理解と好意を深めようと努めています。さらに、環境教

結びつくようになり、動物福祉と種の保全の目的を進めるための実際的な

育、世間の認識、提唱やその他の活動を向上させることを通して、動物

解決法を確立する機会を提供し、一方、同時にそれらのともすれば矛盾す

園・水族館は、野生生物と自然環境保全の促進をめざしています。

る要求に対処しています。

模範的な動物園・水族館は、動物福祉を運営の最上位に位置づけていま
す。野生生物の保全は、模範的な動物園・水族館の目的の中核である一
方、動物福祉をよい状態にするための探求は、活動の中核をなしています。

生

生

物
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の
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慮

力と定義できるかもしれません。これに関する倫理学論は、いくつかあり

期の成功を達成するかもしれませんが、長期の保全成果の支えにはなりそ

ますが、それについて討論するのは、この戦略の範疇ではありません。し

うもないことを認識しておくべきです。管理責任者ならびに飼育職員は、

かしながら、この脈絡のもとに、動物園・水族館がそれぞれの実状におい

資源や設備の制約、保全の必要性に関わらず、動物に正の経験をあたえる

て可能な限り高度な動物福祉を達成する第一の責任は、そしてこれらの機

工夫を確実に行わなければなりません。

関がそのような実情を可能かつ必要ならば改善する同等の責任は、倫理的
な起動力によって遂行されることに留意してください。

こうしたこととその他のことがこの戦略にとり上げられています。最初
の章は、動物福祉とその評価についての最新の科学に基づいた、私たちの

動物園・水族館に関連する動物福祉には、2つの主要な特性があります。

知識を簡潔に説明しています。それに続く章では、動物福祉におけるモニ

ひとつは、食物、シェルター、健康と安全に対する動物の基本的な生存欲

タリングと管理の意味、環境エンリッチメント、展示デザイン、繁殖プロ

求を満たすことです。2つめは、動物に、例えば快適さ、喜び、興味と満足

グラムと収集計画、保全福祉、動物福祉研究、動物福祉におけるパートナ

に重点を置いた正の経験をする機会を増加させることで、この生存への最

ーシップ、そして、来園者の関与と参加体験について概略を説明していま

低条件を上回る福祉に高めることです。目標は、この両方を達成すること

す。

ですが、それを行うことが容易ではない状況があります。例えば、生存を
おびやかされている種の生存を確保するさしせまった必要性が、この2つの
目標に優先する場合があるかもしれません。最適とはいえない環境は、短

WAZA動物福祉公約ステートメント

WAZAの会員である世界をリードする動物園・水族館は、動物福祉に
対して継続して責任を負わなければなりません。以下のステートメント
は、WAZAの会員の責任の基本について、概略を述べるものです。

この戦略の目的は何か？
現代の動物園・水族館は、主に野生生物保全の目的で存在し、フィール
ド活動、環境教育、一般市民の関心、提唱、繁殖プログラム、寄付集め、

私たちのなすべきことは、

動物園・水族館は、飼育するすべての種の管理を導く科学的な知識と実

共同研究やパートナーシップを利用してその目標を達成しようとしていま

・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、

務経験を用い、高い基準の動物福祉を維持しています。さらには、飼育す

す。現代の動物園または水族館は、保全の使命を果たすために最新の情

・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

る野生生物やその他の動物の生存を確保し、福祉を管理するために、必要

報、証拠、知見を利用し、動物の飼育すべてを最良の方法で行うよう努力

な種ごとの知見を野生生物学と動物福祉学を結びつけることで、強化する

し続ける責任を継続して負っているのです。

機会を提供します。

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。

世界動物園水族館保全戦略は、容認できる動物福祉基準とその枠組みの
中で、関連する実務をどのようにして確立し維持するかについての助言を

・動物園・水族館のすべての動物に敬意をもって接し、

します。また、動物園・水族館が動物福祉への理解を示し、行動を起こす

・高い動物福祉基準を飼育活動の大きな柱とし、

助けとなる情報も提供します。

・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、

動物園・水族館の動物コレクションの多様性という特質は、牧場などの

・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

ような、もっと種類数の少ない施設が通常直面する課題と比べて、より大

築し、同僚と共有し、

きな管理課題を提起します。必要とされる知識の幅広さは、それに応じて

・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

拡大します。動物飼育を改善し続けるために、科学的に立証された新しい
管理実務を常に更新していく必要性もまた同様です。それには、組織の高
度な政策責任と適切な実務経験を備え、知識に富んだ職員が求められま
す。これらは、正しい動物福祉達成に欠かせない要素なのです。
動物倫理と動物福祉
動物倫理と動物福祉を区別することは、有益です。倫理は、人々の集団

動物園・水族館は、

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。

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。

が彼らの行動を規制するのをどのように決定するのかという疑問に取り組
むことで、例えば、彼らの目的追及において何が合理的で容認でき、何が
そうでないかの判断と、それらの判断の根拠になります。したがって、動
物倫理は、動物園・水族館を含む、動物を飼育するすべての機関が、それ

パンタナール、ブラジル
カイマン
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第１章：動物福祉とその評価
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生存、課題、選択
ある動物が正の経験をするには、まず、その動物の基本的な身体的/機能

私たちのなすべきことは、
動物園・水族館での
動物福祉をすばらしいレベルにすることです。

的ニーズが満たされていなければなりません。動物の基本的ニーズは、そ
の動物の生存に重要な役割を果たしています。例えば、酸素、水、食物、
熱平衡、そして重大なけがや疾病の回避への欲求です。それらの生存に必
要な欲求がかなった場合のみ、それに関連する負の経験（例えば、息切
れ、のどの渇き、空腹、温度的不快感、痛みなど）が最小化し、その動物
が正の経験を得るのを可能にします。生存にかかわる負の経験を取り除く
ことのみが、正の経験を高めるのに不可欠とは限りませんが、かろうじて
福祉を負の状態から中間の状態に変えることはできます。
ある動物が得る経験は、外部の状況に対する感じ方と、見返りを得られ

は、このような経験やその他の負の経験を、特にそれらが重大な場合に

提言
高い基準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

は、減らすか避けようとするもので、避けられない場合は負の（あるいは
貧しい）動物福祉の状態にいるとみなされます。

は、会員である組織に以下の事を求めます:
⒈貴園館組織の動物福祉原則に対する明確な関与を示した、動物福祉憲章
を作成しましょう。
⒉飼育をする場合、その動物の身体的・行動的欲求を満たしてあげましょ
う。実現可能である限り、彼らが課題と選択に対する報償を享受できる
機会をつくってあげることもこれに含まれます。
⒊貴園館が保有しているすべての種について、正の福祉状態をより一層推進
するために、動物福祉に対する理解を向上させ続ける努力をしましょう。
⒋動物の身体的/機能的状態と行動の発現に連携する指標を用いて、科学的
根拠に基づいた動物福祉のモニタリング手順を実施しましょう。

動物福祉学の進歩により、長期にわたって福祉の評価をする際には、動
物の心理学的状態を考慮に入れることが重要であるということがわかりま
した。したがって、動物園・水族館の動物飼育では、動物の身体的/機能
的ニーズに注意をはらうだけでなく、これら心理学的状態と広範囲な経験
をする可能性とを統合することが必要です。すなわち、動物福祉学は、動
物が負の経験をすると確認しただけでなく、正の経験の存在も示したので
す。したがって、動物福祉は、非常に貧しい状態から非常に豊かな状態ま
での間で変動すると理解されています。
動物福祉を正の状態におし進めるには、負の状態を最小化させる別の取

⒌動物福祉の様々な状態を理解し評価するために、「5つの領域」モデルを

り組みが要求されます。現代の動物園・水族館は、飼育する動物に負の状

用いましょう。

態が起きるのを最小限にとどめ、同時に、正の状態を促進させる努力をし

⒍動物福祉とその管理についての知識と理解を広めましょう。

なければなりません。
はじめに
動物福祉とは、何でしょうか？動物福祉の理念をどのように動物園・水
族館に応用したらよいのでしょうか？動物福祉については、いくつかの観
点がありますが、それを裏づける科学は、発展し続けており、主に哺乳類
と鳥類に焦点がおかれています。動物福祉についての以下の記述は、それ
を考える上で役立ちます。（国際獣疫事務局 － OIE）

められるという点で、それらの動物福祉管理は複雑です。これまで大動物
の福祉には、特別の配慮がはらわれてきました。中でも、ゾウや類人猿の
一部については、動物福祉に関連する飼育基準は、ほとんど理解されてい

い動物福祉は、予防医療と獣医の処置、適切な避難場所、管理、栄

ます。しかし、特にあまり研究が行われていない一部の哺乳類や鳥類、そ

養、人道的とりあつかいと人道的屠畜や屠殺を必要とします。動物

して感覚力を有するその他の脊椎動物など、まだやり残していることは、

福祉は、動物の状態に言及します。動物が受ける処置とは、他の用

多くあります。大きな課題は、管理する種に求められる知識と専門技術を

語、例えば、動物の世話、飼育管理、人道的な処置も含まれます。

動物福祉の研究を行い、または、それに貢献している動物園・水族館

ざしていますし、動物にあたえられる正の経験の範囲を広げるべく、革新

は、多くあります。例えば、合衆国の動物園協会は、複数の施設が参加

的な方法を模索しています。選択には、どこで何を食べ、仲間と相対し、

して、ゾウ（Elephas maximus と Loxodonta africana）の動物福祉

あるいは相対するのを避けるか、また、様々な楽しみが得られそうな環境

を調べる共同研究を行いました。これは、大規模の研究でしたが、多く

を探すことも含まれます。課題は、好きな食べ物やその他の見返りを探す

の動物園・水族館が他の様々な種で、小規模の研究を行っています（例.

機会に関する認知的、あるいは身体的なものです。課題は、種特異的であ

大型類人猿の福祉）。動物福祉の精査がますます厳しくなるので、関連

ることと、個々の動物の欲求と能力を考慮されており、常にやりがいと変

する専門知識・技能の確立が重要になります。例えば、動物福祉の状態

化があるものでなければなりません。

をモニターする革新的な方法を研究するなど。シカゴ動物園協会は、動

動物福祉への取り組みを確実にするためには、それぞれの機関が知識と

物福祉科学センターを創立し、デトロイト動物園協会は、動物園動物福

技能を備えた、十分な数の担当者をもっていることが重要であり、また、

祉センターを設立、サンフランシスコ動物園協会は、健康・保全センタ

動物福祉および健康状態と環境への反応を含む生活状況の評価と管理を継

して技能を共有するべきです。

基準の動物福祉をめざすことを強く求められます。これには、科学に基づ

動物園組織での動物福祉研究

すでに多くの動物園・水族館は、動物が課題と選択に取り組めるようめ

々に提供するとき、正の状態の福祉を経験します。本書全体を通して、動
物園・水族館は、動物が正の経験を得られるように考えられた方法で高い

事例研究 1.1：

ような環境と飼育体制を確立しなければならないのです。

らの能力を高め、関連するワークショップやシンポジウムに参加するなど

世界中の動物園・水族館には、数千の異なる種がおり、多様な知識が求

で苦しんでいないならば、その動物は、よい福祉状態にいます。よ

生存欲求を満たしていなければならず、また、正の状態の福祉を促進する

ーズが満たされたとき、また環境が彼らにやりがいのある課題と選択を徐

かを意味します。その動物が（科学的な証拠によって示されるよう
ことができるならば、そして、痛み、恐れと苦悩などの不快な状況

は、それぞれの種に適した負の状態の福祉を最小化する方法で、基本的な

続して行うことが必要になります。担当者は、常に最新の知識をもち、自

グの技術と獣医学的ケアの重要性の認識も含まれています。

に）健康で、快適で、栄養状態がよく、安全で、本来の行動を表す

会にかかわる実体験に影響されます。それゆえに、動物園・水族館の管理

では、何が正の状態の福祉なのでしょう？動物は、身体的かつ行動的ニ

いた原理の理解、研究の促進、職員が専門知識をもつことや、モニタリン

動物福祉は、動物が自分の生きる状況にどのように対処している

る多様な行動をとるモチベーションの範囲、すなわち、その動物の行動機

ーを創設しました。今後は、動物園・水族館が未来に向けて進展してい
くにつれ、国際的に、ますます多くの園館が、動物福祉と飼育動物が健
康に生育できるよう改善する目標を重視した施設を開発するでしょう。
ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ

すべての動物園・水族館にいる種についての知識基盤がいまだ発展中で
あることは、認められています。動物園・水族館は、これまでに知られて
いる、それぞれの種にあった動物福祉評価の指標を使うこと、そして広範
囲な種について、動物福祉のモニタリングと成果をさらに向上させること
への理解を確立するために、情報を探し、理にかなった研究を先導するこ
とを続けていかなければなりません。
では、動物福祉をどのように評価したらよいのでしょうか？動物が主観

アジアゾウ

有益な枠組み: 「５つの領域」モデル
5つの領域モデルは、体の正確な生理的および機能的表現としてではな
く、動物福祉の理解と評価を容易にするべく設計されています。このモデ
ルは、4つの身体的/機能的領域、すなわち「栄養」、「環境」、「身体の
健康」、「行動」と、5番めの領域である「精神」状態を大まかに説明する
ものです（図1.1 ）。

的に感じる負の体験と正の体験をどのように評価したらよいのでしょう？
ここに紹介するのは、「5つの領域」モデルで、これらの用語で動物福祉の
体系的かつ組織化された評価を行える有益な枠組みです。

福祉は、ある動物の内側の状態であり、動物が何を主観的に経験してい
るのかという観点で理解されているので、このモデルは、それらの精神的
経験を2つの主要な起源に区別します。ひとつめは、感情と感覚（総称して

広め続け、動物園や水族館の環境と飼育管理がいかに動物福祉に影響する

主観的な体験は、直接計測することができないといわれています。しか

「情動」という）で、動物が生存に不可欠と考えられる行動をとる動機と

動物福祉は、健康状態と周囲からの影響により体験する、主観的な感覚

のかをもっと理解することであり、そうすれば、最終的には、すべての動

しながら、十分な知見がある種において、それを注意深く評価すること

なります。これらには、動物が水を飲む動機となる渇き、食べる動機とな

と知覚を含む動物の状態を問題にします。例えば、もしエサが十分でなけ

物に正の状態の福祉が行きわたるでしょう。多くの動物園・水族館が我々

は、その種独自の飼育日課業務、獣医学的処置、動物福祉に向けた環境エ

る空腹、そして避けるべきものを知らせる痛みが含まれます。これらとそ

れば空腹という感覚、けがをすれば痛みという感覚、おびやかされれば恐

の動物福祉に対する理解を拡大させるために、専用の施設を設立していま

ンリッチメント活動につながります。

の他の生存にかかわる要因は、一般的に「栄養」、「環境」、「身体の健

怖という感覚というように、負の状態を経験する場合があります。動物

す（事例1.1参照 ）。
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へ

図. 1.1. 動物福祉を理解するための5つの領域モデルは、身体的/機能的および精神的構成要素に分けられ、どのようにして内側と外側の状態が、
負（嫌悪）や正（楽しみ）の主観的経験を生じさせるか、動物に福祉状態を生じさせる総体的な効果を示す（Mellor & Beausoleil 2015を改変）。

栄

養

環

境

動物福祉が容認できる高い水準を保てるよう設計されたプロトコルと実
務の重要部分は、1頭の動物の福祉を継続して評価する必要性です。負の経

観、および飼育下における寿命などが含まれます。そのいくつかの概略を

験と正の経験は、ともに福祉に重要であることは明白で、ある動物の福祉

下記に示します：

状態は、その両者のバランスを反映します。一般に負の経験が優勢だと、

・栄養：体重変化やボディコンディションスコア、水や食物の摂取量の適

あり、正の経験が優勢だと正の状態です。

行

動

負

正

負

正

負

正

負

正

適切な栄養

環境的課題

環境的機会と選択

疾病

良好な体調

行動制約

行動表現

水の欠乏

取得可能な食物

傷

能力

栄養不良

の

経

苦

痛

消

耗

恐

れ

弱

さ

悩

み

精

験

退

神

的

領

屈

欲求不満

精神的混乱

怒

り

域

正

の

経

験

堪

能

遊び心

安

心

報

償

好奇心

満

足

目標に向けた取り組み

息切れ

・環境：せまい場所の物理的制約による傷、極端な気温から受ける悪影響
を示す行動や汚染されたガスによる刺激の兆候。
・健康：切り傷、打ち身、すり傷のような傷の有無、態度、外見、鳴き
声、移動異常などの行動変化、および、感染、発熱、心拍数の増加。

動機になり、のどの渇きは水を飲むことの、空腹は食べることの、痛みは

食物の欠乏

負

切性、採食時における空腹を示す攻撃性の有無。

福祉は負の状態であり、正と負の経験が全体的に平衡状態ならば、中間で

き残りに重要な行動の動機づけになるものです。例えば、息切れは呼吸の

身体の健康

活

力

仲間としての親愛性

落ちつき

慮

性、性成熟年齢、成獣における繁殖成功の程度、健康上から見た全身の外

負の経験には、2つの主要なタイプがあることも明白です。ひとつは、生

身体的/機能的領域

配

外部から観察可能な指標の例には、若い個体の成長率と発達程度の適切

動物福祉の評価

５つの領域モデル

の

回避の、あるいは有害な刺激から身をひく動機になります。2つめのタイプ

こうした外部から観察可能な指標は、スタッフによる観察中に容易に気

は、状況に関連した負の経験と呼ぶもので、動物の環境に対する有害反応

づくことができ、しばしば、福祉問題の最初の兆候になります。また、そ

を反映するものが含まれます。例えば、哺乳類では周囲に何もないと退屈

れらは、原因の指標ともなり、通常、飼育管理または獣医学的治療をとも

を、隔離は孤独を、脅威は恐れをもたらします。

なうしかるべき対応が必要な場合もあります。

ひとつめのタイプについては、良好な飼育管理と獣医の診療が、生存を

内部から計測可能な指標は、生理学的、病理学的あるいは臨床的コンデ

脅かす負の経験を、一時的にせよ、中間にします。しかし、それらの経験

ィションに関係します。これらの指標は、特定の疾病調査あるいは、解決

を完全に排除することはできません。生物学的には、それらの経験は、動

困難な福祉問題に関係しない限り、通常は、日々の福祉モニタリングに

物が、例えば、生命を維持する酸素、水、食物を獲得し、けがを回避また

は、使用しません。例としては、水分補給状態、栄養状態、免疫能、スト

は最小にすることができるよう行動する動機づけとして重要です。

レスホルモンの分泌、その他のホルモンの分泌を知る特定の血液パラメー

状況に関連した負の経験については、動物たちに見返りが見つけられそ
うな行動を起こす機会をあたえることで、おきかえるか、回避することが
できます。これは主として、正の経験を発生させる環境エンリッチメント

タの測定、唾液、尿、糞中のホルモン測定などがあります。他にも、心
臓、肺、血管腎臓、消化器官、筋肉、骨、神経系および感覚器官の機能性
を表す多数の指標が確立されています。

を行うことです。そのような経験には、満腹感、目標に向かって没頭する

福

祉

の

状

態

こと、興味、好奇心、満足、仲間との密接な交わり、遊び心、快適さ、自
信などが含まれるでしょう。
知識と専門技術は、正の状態の福祉を促進するのに不可欠です。種に特
有のニーズを理解し、正の状態を促進させるために関連する知識と技術を

4つめの領域である「行動」は、主観的経験の2つめの起源を占め、負で
ある場合もあれば正である場合もあり、動物が外部状況に対して抱く観点

・栄養：栄養価の高い食べ物を適量摂取することにより、楽しい経験が継
続します。

に関係します。負になる例には、脅威によって誘発される恐れ、隔離がま

・環境：穏やかな状況により、快適さと安全が継続します。

ねく孤独感、刺激の少なさによる退屈感。正の経験の例には、安全から生

・身体の健康：よい健康状態が継続することは、強さと活力を保証しま

まれる自信、そして報われたという感覚を高める喜びなどが含まれます。

す。

先の4つの領域を参照すれば、5つめの「精神的」領域内に見られる様々
な主観的経験を生じさせる広範囲に渡る状況を、体系的に考察することが
できます。これらすべての経験からあたえられる影響の正味量を、その動
物の福祉状態を表しているものとして評価します。
動物の関連した知覚と経験のように、時間とともに変化するのは、身体
的/機能的領域に連なる要因の性質で、モデルの精神的領域の考察にわり
あてられます。したがって、動物福祉のどの時点における状態も、極端に
貧しいから非常によいまでの連続線上にあります。動物福祉の評価と管理
の目的は、モニタリングし、貧しい福祉が起きた場合は、それを発見し、
是正することであり、実際に可能なら、よい福祉と望むらくは、大変よい
福祉を維持することです。5つの領域モデルに連なる動物福祉の正の状態
を促進する機会には、以下のことが含まれます。
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・行動：多様性、選択、無害な課題をともなう活動は、やりがいがありま

使えば、負の経験を大幅に減少させることができます。例えば、群れ生活
をする動物の負の経験は、しばしば群れの不適当な社会構造に関係してお
り、軽減することが可能です。
動物園・水族館の動物を飼育する際の目標は、生存をおびやかす極端な
負の体験を回避し、状況に関連する経験については、動物が楽しみや報酬
を見つけ出すと思われる行動をする機会をあたえることです。

す。
・精神または情動の状態：生存にかかわる負の体験を最小にして、快適
さ、喜び、興味、自信が普通にあることが正の体験です。
このやり方の重要な要素は、十分に研究された哺乳類や鳥類の生物学的
知識を基にしているので、他の哺乳類・鳥類の種に広く応用することもあ
りますが、その種特有の生物学的特性が考慮に入れられる場合に限られま
す。一方、動物園・水族館にいる他の種にこのモデルを応用するには、特
定の生物学分野の専門家から意見をもらう必要があります。とはいえ、こ
のモデルは、それぞれの種の基本的な生存の欲求は、どのように満たされ
るのか、楽しい経験をする能力をもっているのか、いないのか、もしもっ

動物福祉の生理的指標と臨床的指標
多数の指標（測定可能な変数）があり、動物福祉のモニタリングにチェッ
クリストが利用できます。指標は、個々の動物の福祉状態を明らかにする身
体的/機能的状態と行動の有無を表します。したがって、これらの指標は、
負、中間、正の福祉状態を検出し、その変化をモニタリングし、管理するこ
とを可能にします。このような使い方は、長年にわたる科学的かつ獣医臨床
学的研究で証明されたことに基づいています。身体的/機能的指標は、外部
から観察可能なもの、あるいは内部から計測可能なもので、通常は、5つの
領域モデルにおける栄養、環境、健康の領域に一致しています（図1.1 ）。

ているのならば、どのように、そしてどのような状況下でその経験を表す

パース動物園、オーストラリア

のか、という疑問を提起してくれます。
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会
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動物園スタッフがレッサーパンダの健康を調べている。
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インパルス処理を必要とする行動に活発に取り組んでいるとき、その動物

水族館スタッフは、多様な種に適したエンリッチメントを開発できる有利

は、正の経験をしているらしいということです。総合すると、どんな主観

な立場にあり、ゆきとどいた世話と調査研究を、これらの施設にいるすべ

的経験をともなっているのか、動物の行動を注意深く解釈する基本になり

ての種に対して行うべきです。

へ

5つの領域モデル（図1.1）の行動領域は、これと結びついて、外部状況

科学に基づいた理解や方法が急速に

に対する動物の知覚らしいものと、結果として得る負あるいは正の経験を
示しています。例えば、群れ生活をする動物を、単独で何もないせまい場

発展しつつある複雑な分野です。

所に入れ、短時間で食べ終わる食物をあたえていると、不安、恐怖、フラ
ストレーション、孤独、退屈、抑うつ症などの負の経験をするという、は
っきりとした行動的証拠があります。その一方で、群れ生活をする種を、
探検、エサの探索や狩り、他個体との関係構築、子どもの世話、遊びや活

動物の行動観察
行動は、一般にその動物の福祉状態と健康を明確に表す指標であると考え
られており、何十年にもわたって、その目的のために効果的に使われてき

しかしながら、現在、動物福祉学は、3つの主要な前提をますます強く支
持するようになっています。ひとつめは、哺乳類、鳥類、爬虫類の特定の
行動が、彼らが何を最終目標にしているのかを示唆していること。2つめ
は、そのような目標に向けられた彼ら自身の行動とその目標を達成した、

スタッフは、動物福祉に対する貴園館の責任と、その責任をど

認識し、満たしてやることを可能にし、動物に正の福祉状態を経験する機

のように遂行するかを理解していますか？

会をあたえるのを助ける枠組みです。これは、動物園・水族館の動物のた

スタッフは、飼育する動物たちの福祉をモニターし、管理する

めに楽しい課題や選択をつくりだす土台なのです。

り一層多くの正の経験をするらしいのです。

園・水族館が保有する多彩な種です。必然的に、あまり研究されていない

す。評価の仕方には、いくつかの様相があり、身体的/機能的状態と、動物

得られることを示しています。

がもつ負や正の経験に応じた行動に基づく指標が用いられます。

他の脊椎動物種には、直接、あてはまらないでしょう。しかし、動物園・

その他の施設関係者と意思疎通を行いましたか？
貴園館の動物福祉への取り組みは、負の福祉状態を最小化する
よう工夫されていますか？
貴園館の動物福祉への取り組みは、正の福祉状態を促進する工

的研究結果を、ひき続き投入していくことが求められるでしょう。

評価をすることにより、環境エンリッチメントの有効性についての情報を

を推測させること。3つめは、動物が脳内の報償をともなう神経回路での

動物福祉における貴園館の任務について、来園者、行政当局、

め続ける必要があります。専門知識と動物園・水族館を根拠にした生物学

動物福祉の評価は、今日の動物園・水族館における重要な構成要素で

前述したように、これらの観察は、主に哺乳類と鳥類についてなので、

よう訓練を受けていますか？

種について、福祉を理解し適切に管理するために、その種独自の情報を求

ンリッチメント（第3章参照）の関与が立証する効果を強く支持し、行動の

あるいは、しなかった時の反応行動が、それにともなう正または負の経験

うな）していますか？

は可能になり、達成できます。それは、世話をする人が動物の生存欲求を

が急速に発展しつつある複雑な分野です。特に解決すべき課題は、動物

要があります。これらの観察結果は、動物園・水族館分野における環境エ

動物福祉を適切に管理する責任を公約（WAZAの責任声明のよ

物福祉の負、中間、正の状態に関する知見を適用すれば、動物福祉の評価

的に活動する、熱中する、仲間との親しい関係、親としての報いなど、よ

ントを導入し、維持し、拡張することによる潜在的な利点の評価を行う必

行動に結びつけることには否定的で、非科学的であると考えていました。

ますか？

5つの領域は、動物園・水族館にとって有益で、実用的なモデルです。動

動物園・水族館における動物福祉の管理は、科学に基づいた理解や方法

こうした広範囲な経験がもたらす要因を考察すると、環境エンリッチメ

夫がなされていますか？
メモ:

パース動物園、オーストラリア
オランウータン
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動物福祉の理解と評価についての科学的進歩を常に更新してい

結論

発な性行動などの機会をともなう様々な刺激に満ちた環境におくと、精力

ました。歴史的にみると、多くの行動学者は、特定の主観的経験を特定の

配

チェックリスト

ます。

動物園・水族館の動物福祉の管理は、

の

Boa constrictor
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第２章：動物福祉のモニタリングと管理
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事例研究 2.1：

体系立てられた行動モニタリングは、動物福祉を最適化するのに利用できる

私たちのなすべきことは、
動物の飼育を高水準にするために、
福祉状態をモニタリングすることです。

ツールです。
ディズニー・アニマル・キングダムのチームは、メスのトラ（ Panthera

tigris）6頭の飼育管理に役立てるため、長期間の行動モニタリング計画を実
施しました。トラたちは、仲間と一緒の部屋に収容されており、これは動物
園にとっては、めずらしい管理状況でした。モニタリング計画は、チームが
トラたちの社会関係の変化を長期にわたり追跡するように立てられました。
これらの観察から、トラたちは、つきあう相手を変えながらも、親和性を最
大化するために様々なグループ作りを選択していることがわかりました。こ
の調査で職員は、管理方法や展示技術を変えた場合の影響や、展示構造物が

い専門技術と正しい計画と方針が必要です。

提言

個々の動物にあたえる影響についても究明できました。このように、行動モ

高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

ニタリングは、最適な動物福祉成果を生む飼育方法を教えてくれる一方で、

種および動物に特異的な知識

は、会員組織に対して以下のことを求めます：
⒈まず、動物福祉をベースとする認定制度をつくりましょう。これは地域

第１章で概説したように、動物園・水族館が保有する種の数の多さは、

の動物園水族館協会を通して行うか、他の地域または国が用いている動

動物福祉のモニタリングに重要な課題をもたらします。職員の高い専門技

物福祉基準や、モニタリング方法を採用して行うのがよいでしょう。

術を育て、他の人たちと一緒に種に特異的な知識を高めていくことは、動

⒉動物飼育をする職員は、科学的訓練と専門知識を備え、常に動物の健

物福祉のモニタリングに欠かせません。加えて、行動特性と個体による違

康・福祉を監視する最新のモニタリング方法に通じ、他の専門機関や組

いをより詳しく理解するために、職員の特殊知識と専門技術の育成が常に

織とつながりをもち、知識と成功事例を共有しましょう。

優先事項となるでしょう。

⒊定期報告および動物の行動と健康状態のモニタリングを実施するよう、
職場文化を育て維持しましょう。
⒋最新の動物福祉研究結果を利用し、個々の動物および群れについて、新
しいデータとの比較を可能にするため、他の施設と共同で、動物福祉デ
ータの「基準値」を確立しましょう。
⒌動物がどのように輸送され、そしてそれが、動物福祉への潜在リスクを
含んでいるかを調べましょう。国および国際基準を遵守した動物移動計
画を開発しましょう。受け取る側の施設の動物福祉基準と実施方法を確
認し、本書や地域の動物園水族館協会が概説する動物福祉政策に合致し
ているか、それ以上であることを求めましょう。
⒍動物福祉と予防医療を含む健康管理を高い水準に保つため、広範囲な分

トラの群れ飼育を検討する他の動物園に重要な基本情報をあたえてくれま
す。

ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ
アジアゾウ

これらの課題への取り組みは、地域の動物園水族館協会が認定したプロ
グラムを通して前進します。例えば、2014年に、オーストラレーシア動物

事例研究 2.2:

園水族館協会（ZAA）のプログラムが、会員園館に対して福祉の欠陥と福

動物福祉のデータを定期的に収集する価値

祉の強化の評価を行いました。この取り組みは、職員に現在行っている福
祉の身体的/機能的側面の管理を改良させ、動物にこれまで認識されていな

動物の日常活動パターンを評価することは、多くの動物園で行っています

かった、報償を得られそうな行動に没頭する機会をあたえることで福祉強

が、厳密にいえば、動物と接する時間が限られている場合、そうすることの

化を図る斬新な方法を見出すようにうながすことができます。地域の動物

価値は減少します。動物園・水族館の動物にとって、飼育職員の登場は、エ

園水族館協会の多くが、野生動物に対する種にあった適切な飼育方法を評

サをもらえる機会を示しています。この結びつきのため、職員の不在は、

価し管理することを指導しているので、動物園・水族館は、可能な限り地

その機会がないと判断するのは当然です。このようにエサに関連する行動

域の協会を通して認証評価を求めるべきです。

（例. 探査行動や採餌行動）は、職員不在時、めったに起きません。サンデ
ィエゴ動物園で年老いたヒグマ（Ursus arctos）のモニタリングを毎日行

効果的な動物福祉管理をするためには、身体、機能、行動を観察した詳

類群に通じた獣医、生物学者、動物福祉学者、動物行動専門家を雇用し

ったところ、採餌行動の頻度は、無作為の時間に無作為な量のドライフード

細な記録を残しておくことが重要です。記録は、福祉状態の変化、低下、

ましょう。
⒎生涯にわたる飼育に関して総合的な動物健康管理計画を立て、必要な場

安定性や改善を含め、現在進行中の動物の状態に気づくことを可能にしま

合には、幼獣、傷病個体、老齢個体が必要とする特殊な対応を含む専門

す。また、管理の意図せぬ変化に問題があるとの判断や、意図的に行われ

家としての方針を確立しましょう。

る飼育管理や獣医的処置結果に留意することが可能になります。そのよう

⒏人間と動物の間の感染を含む動物疾病の大発生に備え、予防・対策計画

な情報は、現在実施していることの影響を検討する根拠を提供するだけで

を整備し、必要な場合には検疫プロトコルが使えるようにしておきまし

なく（事例2.1参照）、福祉を強化する意図で行う新しい取り組みをするよ

ょう。

う導いてくれます（事例2.2参照 ）。

が出るようセットされた自動給餌器を設置するまで低いままでした。設置
後、ヒグマの採餌行動は5倍になり、不活発性と常同的な歩行動作は減少し
ました。詳細なモニタリングから、職員は、採餌行動の複雑さを知り、給餌
方法の基本的な改善とともに飼育管理の改善への意欲が高まりました。

はじめに
動物福祉のモニタリングは、動物園・水族館における効果的な動物管理
に明らかに重要です。第1章で言及した身体的/機能的指標と行動的指標
は、不十分な動物福祉や正の経験の特徴を見出すのに利用できます。それ
らはまた、飼育管理の是正と獣医的治療や動物福祉を高めるような行動の
機会をあたえることによって、不十分な福祉が改善されたのを見出すこと
も可能にします。動物園・水族館で多数の種類を管理するには、職員の高
動
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寿命は、種によって短いものから長いものまで様々です。長生きをする

生涯にわたる動物の飼育
動物園・水族館にいる動物の多くが管理された環境で生涯をすごし、新

動物は、生殖能力が終了してから何年も生存期間を延長することがありま

生児、幼児、若齢個体、成熟個体、そして老齢個体になっていきます。生

す。組織における長期の計画では、すべての動物に、生涯にわたる福祉の

涯の各ステージで強さや弱さの程度に応じて、求められる飼育方法が異な

モニタリングと管理が適切に行われることを保証するべきで、高齢の動物

ることを管理するために、動物福祉に焦点をおいたモニタリングと管理方

に対する飼育には、特別の戦略をとることも含まれます。環境をより快適

法は、それぞれに応じて調整する必要があるのは明らかです。飼育の質

にし、食事の調整、年齢に関係する疾病あるいは、その他の疾患の検査な

は、動物の生涯を通じて似かよっていなければなりませんが、飼育方法の

どがその例です。これらの他に、その種の自然界での寿命、獣医的治療の

特性は、それぞれにあわせなければなりません（事例2.3参照）。この取り

程度や頻度など、他の要因を考慮する決定木も重要になるでしょう。高齢

組みは、専門家の知識と技術を必要とするので、専門家がいなければ、他

動物の福祉状態が低下するようなら、現行の獣医医療よりも安楽死させる

の施設と共同でさがすべきでしょう。

ほうが好ましいかどうかを決定するために、定期的に福祉状態を評価する

事例研究 2.4：

獣医的処置のための正の強化トレーニング
ギムリは、ダーバンのユーシャカ・シーワール
ドで1986年に生まれたミナミアフリカオット
セイ（Arctocephalus pusillus）です。目が見
えなくなり、引退していますが、日常ルーチン
と新しい飼育管理トレーニングは、今も実施さ
れています。ギムリは不活発で、あしの腫脹、
心拍数の増加が見られました。それに対して、

べきです。

レントゲンや、超音波検査、バイオプシーを含

動物を移動する場合、動物の収集、搬送、とりあつかいにおいて、福祉

め、自発的な様々な検査が行われました。この

状態を悪くする結果をまねかぬよう、動物園・水族館は、専門職員の支援

個体は、ことのほか協力的でした。膀胱の近く

を受けた計画を立てるべきです。地域の動物園水族館協会には、個々のと

に塊が発見され、心臓にもいくつか異常が見ら

りあつかいに適用できるガイドラインがあるでしょう。

れました。ユーシャカ・シーワールドのすべて
のオットセイは、日常のルーチン、例えば、
耳、目、口の検査、体調評価、体温測定、歯磨

獣医医療
獣医学専門知識の投入は、動物園・水族館にいる動物の適切な健康管理

き、聴診、体重測定、採血、超音波検査、レン

と現状のモニタリングにとって不可欠な部分です。登録された獣医は、直

トゲンなどに進んで参加するよう訓練されてい

接雇用であれ、契約を交わした開業獣医、またはコンサルタントの獣医で

ます。正の強化トレーニングと動物－トレーナ

あれ、常に動物を管理するチームの一員でなければなりません。必要な獣

ー間の関係の長い実績が、この年老いたオット

医の数は、動物園・水族館の規模や複雑さによります。

セイの飼育に重要だったのです。この個体は、
エサの動機づけがない場合でさえ、これらの手

動物園・水族館が獣医を直接雇用すれば、組織の日常機能について深い

順を信頼し、辛抱強く受け入れました。これに

考えを得られるし、飼育する多様な種を総体的に管理する機会がより多く

代わる方法や鎮静薬は、ストレスになり、その

もたらされます。特に外国産動物や種特異の医療に対する知識・経験を積

個体の健康を害する可能性があったのです。

んだ獣医を、地域内、あるいは世界中の動物園・水族館の獣医社会からさ
がし出すべきです。
治療によっては、動物福祉を一時的にそこなうこともあるでしょう。例

ミナミアフリカオットセイ

えば、治療前後のハンドリング、外科処置、検疫などです。明らかに主目

事例研究 2.3：

的は、動物に正の福祉状態を経験する能力を迅速にとりもどさせることで

正の強化トレーニングは、好ましい行動に対し報償をあたえることによ

防疫体制を維持するため、検疫動物の管理も獣医の責任です。検疫動物

す。動物に何らかの処置、治療や観察を施す場所の設備は、すべて獣医的

る学習方法で、それにより行動が強化されます。そのようなトレーニング

は、輸送、なれない環境への収容、仲間からの分離や隔離、そして獣医的

パース動物園で生まれたワウワウ（ Hylobates moloch ）は、母親に

処置と福祉の目標実現化を容易にするように設計、あるいは改造されてい

は、動物たちに様々な行動を自発的にとらせるので、獣医が健康診断をす

処置も受けなければならない場合もあり、そのためにストレスがかかり、

落とされて生死をさまよう状況にありました。動物園の専門家は、考

なければならなりません（第4章参照）。また、設備の設計は、危険性のあ

る際、動物に負担をかけずに行うことができます。これらには、注射、採

動物福祉の著しい低下が起きるでしょう。検疫施設で働く飼育担当職員

る動物をとりあつかう職員の安全にも配慮しなければなりません。

血、足の治療、その他が含まれます（事例2.4参照）。動物をこの分野でト

は、異常行動や疾病やストレスの兆候を発見するのに必要な知識と技能を

レーニングすることや、輸送箱に入れるトレーニングは、現代の動物園・

備えていることが重要です。検疫所の設計における福祉の留意点は、損傷

水族館が達成するべき基準です。痛みやストレスをあたえることを含む嫌

のリスクを最小限にし、ストレスを減らすためのエンリッチメントと休息

悪をもたらすトレーニングは、トレーニング手段に採用すべきではありま

場所が含まれていることです。動物検疫は、防疫対策に必要な最短期間を

せん。

超えてはなりません。

幼獣の人工保育の決断

えた末、人工保育することを決定しました。その目標は、他種のテナ
ガザルで実績のある方法を用い、家族の群れにもどすことを優先事項
としました。テナガザルは、社会性の高い動物であり、動物福祉と長
期の行動ニーズを考え、家族群で飼育するべきであるというのが、パ
ース動物園の方針だったのです。人工保育という決定は、明快な方針
と、テナガザルのような社会性の高い種の管理と福祉についての最新
知識という枠組みの下になされたのです。それに加えて、外部者と動
物園職員で構成する倫理委員会の監視体制もありました。パース動物
園には、テナガザル飼育管理と、人工保育のテナガザルの子どもを家
族にもどすことに関して優れた実績があります。ホホジロテナガザル

動物園・水族館の動物は、ほとんどが家畜化されていない野生種であ
り、ほとんどは、拘束や治療に抵抗します。正の強化トレーニングは、動
物園・水族館が動物のストレスを減らすためによく利用しており、麻酔や
鎮静剤使用の必要性を最小化できるので、通常の必要な方法となっていま
す。動物を正しい方法でトレーニングすれば、トレーナーと動物の良好な

いかなる麻酔においても、それにともなう福祉の低下を最小限にし、こ

動物園・水族館では、動物同士や、動物とヒトが近距離にいるので、動

関係を強め、その後の相互関係にも正の福祉をもたらします。すべてのト

の手段をとる目的を確実に遂行するために、きわめて注意深い準備が重要

物原性感染症、疾病の伝染は、重要な懸念事項です。動物たちの施設内に

レーニングは、動物にとって興味深く刺激的な環境をつくりだし、動物に

です。例えば、毎回必ず麻酔手順のプランを事前に作成するべきで、麻酔

おける交差感染を予防することは、獣医医療関係者の第一義的責任であ

参加を選ばせるものでなければなりません。

に関わる全員が、その手順を話しあい、理解していなければなりません。

り、動物からヒトに感染するのを最小限にすることについても、重要な役

必要とあれば、文献にあたったり、同僚に助言を求めて、麻酔の選択を検

割を担っています。

（Nomascus leucogenys）の家族群への復帰を成功させたことであ

討しなければなりません。次回の採用に際して改善するべき点を明らかに

り、その後、オーストラレーシア地域繁殖計画の一部である社会群で暮
らしている間に、繁殖にも成功しています。

動
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死亡した動物の剖検は、動物の健康と福祉をより多く理解するために必

結論

生

生

動物福祉のモニタリングや評価は、現代の動物園・水族館にとって重要

感染症を防ぐために詳細な管理規定が整っていなければなりません。それ

な要素です。モニタリングのプログラムには、いくつかの形態があります

貴園館の動物福祉モニタリングは、最新の科学的進歩にあわせ

だけでなく、獣医は、包括的な動物健康管理計画が整っていること、人間

が、身体的/機能的状態と動物がもつ負や正の経験に関連した行動を基にし

と直接接触させてよいのは、健康で行動上適しており、問題のない動物の

て更新していますか？

た指標を採用するべきです。

管理における動物福祉の主要な視点でしたが、今は、正の福祉状態を促進

動物福祉の改善は、すべての動物園・水族館のためになり、しばしば科
学的研究の基礎になります。これら２つのことは、動物福祉の取り組みを
支えるために、仲間とともに努力していくことや、産業レベルの取り組み
に重点をおく専門家集団の確立に結びつきます（第8章も参照 ）。
米国では、いくつかの動物園・水族館が動物福祉研究とその知見を広め

することへの注目が高まりつつあります。動物福祉を重視した指標を用い
るモニタリングと記録は、効果的な動物福祉管理システムの重要な要素で
あり、施設内で展開される動物の生涯の全段階を通して、動物を効果的に

に、北米中の動物園・水族館に対して動物福祉の全般的な必要性を見きわ
め、進捗を後押しする役目の動物園水族館協会（AZA）動物福祉委員会の
支援を受けています。ヨーロッパ動物園水族館協会（EAZA）は、動物福
祉トレーニング担当者を雇用するため資金を確保し、また、動物福祉ワー
キンググループを設立しており、そのいずれも動物福祉の高い基準に到達

配

慮

と管理をするよう訓練されていますか？
職員は、動物の生理学的、行動学的状態および健康に関して、
毎日報告をしていますか？
職員による観察を助けるために、記録は保管されていますか？

とりあつかうことをも可能にします。さらに、正の強化トレーニングのよ

貴園館には、飼育する動物の福祉モニタリングのための合意さ

うな動物管理手法の採用と、獣医学的専門知識を継続して投入しているこ

れた手法がありますか？それらには、必要とあれば生涯にわた

とも、これを可能にしています。

る飼育ができるような規定がもりこまれていますか？

るためのセンターを設立しました（事例1.1参照）。これらの組織は、さら

の

貴園館の職員は、飼育する動物の福祉について、モニタリング

負の動物福祉状態を防ぐ、ないしは、最小化することが、伝統的に動物

モニタリング方法を改善する共同作業

へ

チェックリスト

ず行われるべきです。動物と人間が接触する予定があるときは、動物原性

みとすることを確実にしておかなければなりません。

物

動物園・水族館の職員は、動物の健康と福祉のモニタリングの進歩に遅

貴園館には、飼育する動物の健康管理に活用できる、一般的お

れないようにしなければなりません。動物福祉の新たな疑問を解明する共

よび専門的獣医学情報が十分にありますか？

同作業を促進させる人材は多くいます。すべての関係職員を動物福祉の評

動物福祉のモニタリング能力向上のために導入できるような研

価とモニタリングができるよう訓練し、モニタリング計画を支えなければ
なりません。

究活動や機会がありますか？
貴園館は、地域の動物園水族館協会から動物福祉の認定評価を

することをめざしている、すべてのEAZA会員の取り組みを支援するため

受けていますか？

です。

貴園館は、動物福祉の知識と評価に関して、地域の動物園水族

シカゴ動物園協会の動物福祉学センターで以前開催され、将来も開催さ

館協会の情報源・人材を利用していますか？

れるシンポジウム、デトロイト動物園協会の動物園動物福祉センターおよ
びその他の動物施設は、協力関係を築き、アイデアと知見を世界中の同僚
へ広めることを支援しています。

シェッド水族館、イリノイ、アメリカ
ペンギンのヒナの世話をする水族館職員

貴園館の動物福祉モニタリングの取り組みについて、他の外部
組織に公式あるいは非公式にアドバイスを求めていますか？
貴園館は、特定分野における運営を見直すために他の動物園・
水族館とつながりをもつことができますか？
貴園館は、動物倫理福祉委員会のような、動物福祉専門の外部
アドバイスを受けていますか？
高齢化し衰弱した動物の飼育を管理するための、あるいは動物
輸送のような複雑な複合的イベントを管理するための、方針と
明確な手法を確立していますか？

メモ:
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コモドドラゴン
ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ
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第３章：環境エンリッチメント

配

慮

事例研究 3.1：

展示をつなげて選択肢をあたえる

私たちのなすべきことは、
正の福祉状態を促進するために、
動物に課題と選択の機会をあたえることです。

フィラデルフィア動物園は、敷地内に動物の移動通路をめぐらせ
て、類似した収容条件と移動能力をもつ複数種の展示空間をつな
げるという10年計画を立ち上げました。この計画は、複数種ロー
テーションシステムと単一種コネクションシステムという、すで
に各地で使われている2つのコンセプトを基に、両者を組みあわせ
て立てられています。フィラデルフィア動物園の計画は、大きく
3つに分類される移動通路で、ひとつは、サルやキツネザル類、小
型肉食動物など、からだの小さな樹上性動物のため、2つめは、類

高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

含まれます。エンリッチメントの実践は、これまで、主に哺乳類や鳥類に

⒈飼育している全動物の毎日の管理にエンリッチメントの戦略と活動を根

対して行われていますが、今や動物園・水族館における飼育管理の基本原

づかせるため、職員の技能、職場内の文化および責任を築きあげましょ

則に組みこまれています。動物園・水族館で飼育されるすべての種にエン

う。これらの戦略と活動を定期的に見直し、この分野での職員のトレー

リッチメントを適用する機会は、知識が増大するにつれ、具現化されるは

ニングを継続しましょう。

ずです。

⒉動物たちの精神的健康を最大限に高めるために、課題や選択、楽しみを
あたえる様々なエンリッチメントを導入しましょう。必要に応じてそれ
を変更し、種に特有な自然な行動の多様性をひき出すように設計しまし
ょう。
⒊エンリッチメントやトレーニングの手段として、正の強化を用いましょ
う。
⒋エンリッチメントの成功と失敗を評価し、他の動物園・水族館とその失
敗例や成功例を共有し、自分たちおよび他の人たちのエンリッチメント
の知識や活動を向上させましょう。
⒌展示のデザインや改良に環境エンリッチメントをとり入れましょう。
⒍入園者とエンリッチメントの話を共有し、動物の生態や福祉への理解と
知識を広げましょう。
⒎その種に特有な行動欲求を満たせるように考えられた独特で対象にあわ
せたエンリッチメントを用いましょう。
はじめに
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た。例えば、持続的な走行、不安にさせる刺激からの退却、エサ
を食べる前に運ぶ、個体同士の分散などです。他にも、目新しい
刺激に対して自制しながら徐々に接近する行動や、「すまい」で
ある展示空間では、聞かれなかった発声などが観察されました。

フィラデルフィア動物園、ペンシルバニア、アメリカ
つなげられた生息場所にいるコロブス

供するのです。
なぜ、エンリッチメントは重要か

基礎科学が環境エンリッチメントのよい影響を多く見つけ出し、動物園・

それ以外の問題解決の機会も動物福祉によい成果を生みだすようです。

水族館の実務担当者は、その成果を特殊なエンリッチメントへ工夫をこらし

野生の動物は、様々な課題に直面するはずで、動物園・水族館における動

精神的に健康な動物は、自らの環境になじむ傾向があります。例えば、

て応用することで重要な役割を果たしてきました。これは動物福祉によい

物の行動は、自然の生息地での行動をそのまま反映してはいませんが、問

安らかに休息し、極端に警戒をする様子を見せず、過剰なおびえを見せな

影響をもたらしています。動物園・水族館を基盤にした研究では、エンリッ

題解決への本来のモチベーションは、まだ残っているでしょう。それゆえ

いで行動し、驚きの反応は大げさではなく最小限で、学習した課題や部分

チメントを受けた動物は、そうでない動物と比べて、広範囲な正常行動を見

に、動物管理者たちは巧みな操作を必要とするパズルや、その他の認知力

的に修正された行動を通して明らかになった新しい情報を受け入れ、異常

せ、異常行動は、ほとんど見せず、仲間とのより適切な相互関係を維持して

を必要とする課題をあたえるのです。もちろん動物の方に問題解決やあた

行動を見せず、習慣的な探査や探求を含む多様な行動レパートリーをもっ

います。動物は、複雑で豊かな環境にさらされると、変化に対してより効果

えられた課題をこなす能力が備わっていなければなりません。さもなけれ

ています。身体の健康については、生理学上、比較的安定し、効率的に成

的に対処する能力を向上させ、トレーニングに対しての反応性がより高まる

ば、欲求不満が起きるでしょう。また、良質の課題は、動物のストレス反

長、繁殖することができ、また適切な形態の運動の機会もあたえられます。

ようで、動物の飼育における選択幅がより広くなります。事実、エンリッチ

応を刺激しますが、こうした状況におけるストレス反応は、必ずしも問題

メントを受けた動物の福祉に数多くの好成果が見られます。

とはならないことを生理学的数値が示している点に留意するべきでしょ

び、情報集めのような活動、他にも様々なことが関わります。

福

である展示空間の多くでは、抑制されていた行動を可能にしまし

り、走ったりというような、その種にふさわしい行動を発揮する機会を提

な見返りのある行動には、食料、空間、温度、つきあう仲間、泳ぎや砂浴

物

に利用したことがあげられます。移動通路は、本来の「すまい」

ち、十分にエンリッチメントが施された展示空間は、隠れたり、登った

没頭させることにより、動物の精神的、身体的健康を高めます。そのよう

具現化されるべきです。

目安として、多くの種があたえられた移動通路を自主的かつ頻繁

要因に対して積極的な方法で反応することを可能にするでしょう。すなわ

が、種に適した課題、機会、刺激をもたらします。環境エンリッチメント

知識が増えるにしたがって

いに交代で利用する機会を提供することにあります。効果を知る

る様々な正常行動をうながします。それはまた、動物が潜在的なストレス

環境エンリッチメントは、動物を正の経験の範囲を広げるような行動に

エンリッチメントを施す機会は、

路を、もし可能ならそれぞれの「すまい」である展示空間を、互

エンリッチメントを施された環境は、動物に見返りを見つけだそうとす

環境エンリッチメントは、別名を行動エンリッチメントともいいます

動物園・水族館にいるすべての種に

ものです。この計画の意図は、長距離の移動と、異種間で移動通

人間との肯定的相互作用、およびその他の個々の動物を参加させる手段が

は、会員組織に対して以下の事を求めます：

動

人猿、クマ、大型ネコ類、そして3つめは、大型陸生動物のための

には、定期的にもたらされる環境の変化、認知的課題、社会生活の機会、

提言

う。
「課題」と「選択」の供与
動物園・水族館の経験豊かな実務担当者は、動物を参加させるために
「課題」を使います。これらには、動物が報償を得るために巧みな技を見

動物に様々な活動に対して支配力を行使する機会を提供する
「選択」させる－

－彼らに

ことは、環境エンリッチメントのもうひとつの基本的

特徴です。選択肢は、様々な形で示されます。例えば、つきあう仲間に関

神経心理学者は、何十年も前から、動物を豊かな環境で育てると、豊か

せたり、問題を解いたりすることを求める、身体や認識力の課題が含まれ

でない環境で育てられた動物と比較して認知能力が高いということを知っ

ます。「コントラフリーローディング」についてのある優れた文献には、

ています。例えば、すでに1947年には、ペットとして育てられたラット

多くの動物が報償のエサを飼育係から簡単に得るよりも、努力して手に入

は、研究室で育ったラットより、問題解決テストに高い能力を示すことが

れる方を好むという事例が示されています。フェニックス動物園では、動

要するに、エンリッチメントは、動物の環境をたえず変化させることに

証明されています。その後の研究で、エンリッチメントをした環境で育て

物が報償のために努力するよう、園全体にコントラフリーローディング・

よって機能します。これを支えるために、環境エンリッチメントの予測理

た動物と、していない環境で育てた動物の脳を解剖すると、両者に違いが

プログラムを導入しました。コントラフリーローディングは、欲求不満の

論が立てられています。その概念は、ある動物の単一な環境を体系的に変

あり、また、重要なことに成獣の脳でさえ、エンリッチメントに応じて神

ような動物福祉に負の状態を引き起こすことなく、正の状態をうながすよ

化させると、エンリッチメントを施す最も効果的な方法を判断するのに役

経細胞の新生や変化が可能であることが証明されています。

うな課題と選択をあたえるために利用されるべきです。

立つというものです（事例研究3.2参照）。

34

する選択、休息や給餌に関する個別のエンリッチメント・アイテムや場所
の選択などがあげられます（事例研究3.1参照）。

35

野

環 境エンリッチメント
給餌と給餌テクニックを介したエンリッチメント

エンリッチメント効果の測定

本当に動物福祉のためになっていることを確かめるためです。また、エン

なければなりません。

時間を変化させることも可能です。動物にエサを探させる方法を変えた

リッチメント評価は、動物園・水族館同士の連携や向上に役立ちます。成

り、エサのサイズを操作したり、またエサをある種の構造物に入れて動物

功と失敗を共有することは、動物園・水族館コミュニティ全体のためにな

にとり出させることにより、エサを獲得する時間や活動が、エンリッチメ

るのです。これは地域レベルでできますし、ウェブサイトを共有すれば、

ントを増加させることになります。給餌と給餌テクニックは、栄養要求量

もっと広い範囲で可能になるでしょう。

それによってその行動がこれからも起こりやすくなります。エサという報

し、エンリッチメントの方法を計画（Plan）し、エンリッチメントを実行

償を得ることは、エサの供給におけるバリエーションをともなった、ひと

（Implement）し、成果を記録（Document）し、その成果を定めた目標と

エンリッチメント活動を定期的に見直し、変化させていますか？

つの成果ですが、その一方で多くの場合、周囲の環境についての情報を探

比較して評価（Evaluate）し、必要な場合は調整し直す（Re-adjust）こと

り、判断するよう動物を刺激するというような、別の成果もあります。

のできる便利なツールです。

貴園館の職員は、エンリッチメント・ツールとして正の強化を

生きエサをエンリッチメントに利用 －福祉に対する考慮？

評価していますか？

動物園・水族館は、動物を健康で活発にさせておくよう、積極的に取り組

貴園館の成功や失敗は、どのように他の園館と共有しています

んでいると思っています。したがって、来園者にエンリッチメント活動と

しています。
動物園・水族館の中には、「エンリッチメントデー」を設け、来園者に

あります。しかし、これらの研究では、それぞれ、エサを展示場内の多数

水を差すと感じていますが、これについての数少ない研究からは、これら

の場所に隠すか、または、かじるための大きな骨をあたえるという、行動

のアイテムを目にすることで来園者の展示に対する評価が下がるというは

上よい成果を生むような別の方法も使っています。生きエサをあたえるこ

っきりとした証拠は出ていません。それどころか、来園者は、動物たちが

とを含むエンリッチメント戦略の目標は、注意深く考慮されなければなり

エンリッチメントを受けていることを知って、喜んでいるように見えま

ません。エンリッチメントの目標は、エサとなる動物の福祉に対する負の

す。動物がエンリッチメントによって活発になっているようだと、観客

影響も一緒にきちんと評価することが重要です。生きエサになる動物を含

は、より長い時間観察し、展示から学ぶ機会も増加する傾向があります。

いは、ほとんど完全に不活発で、大きい展示場を利用しようとしません

め、私たちが飼育するすべての動物に対して、その一生に対する配慮がな

でした。環境エンリッチメントの予測理論の中に展開されたコンセプト

されるべきなのです。

性と行動の範囲が増すと、来園者が展示場にとどまる時間が長くなるこ

略

ブルックフィールド動物園、イリノイ、アメリカ
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結論
環境エンリッチメントは、動物園・水族館において動物たちの身体と心
の健康を維持することが証明されている取り組みです。エンリッチメント
には、いろいろな形がありますが、総合的な目標は、動物に課題をあたえ
るような、動的にひきつけられる環境をつくることです。そうした課題
は、動物の能力範囲内にあって、大抵は課題の克服に成功できるものでな
ければなりません。
エンリッチメントにともなう主な難点は、飼育スタッフの勤務時間内で

フェネック

戦

メモ:

動物園・水族館は、ホームページ上でエンリッチメントの取り組みを紹介

は、効果的だが不自然なエンリッチメント・アイテムは、来園者の経験に

るよう配慮されなければなりません。

か？

それが動物福祉にどう貢献しているかを話すことは有益でしょう。多くの

知ってもらう機会を提供しているところもあります。多くの動物管理者

ての結論を下すには、外部の構成員による動物倫理福祉委員会の助けを得

り、展示を調整したりしていますか？

能性を秘めています。来園者の期待は、急激に高まり、今日、多くの人が

ら異常行動が減少し、行動レパートリーが多様になったという研究が2例

祉によい成果をもたらすような選択肢を研究するべきです。これらに関し

職員は1日に何度、エンリッチメントの目的で動物と関わった

エンリッチメント・プログラムの効果は、どのように記録し、

については、ほとんど研究されていません。ネコ類に生きた魚を給餌した

が、動物園・水族館は、必要に応じて、生きエサ以外の給餌方法で動物福

利用していますか？

は、動物園・水族館の環境エンリッチメントに対する責任を増加させる可

エンリッチメント・アイテムを作る手伝いをさせて、彼らの関与について

生きエサをあたえることには、世界的に見て様々な取り組みがあります

か？

来園者の期待は、動物福祉に直接影響をあたえないでしょうが、彼ら

今日まで、捕食動物に生きエサをあたえることのエンリッチメント効果

を試すため、エサが予測可能な時間と不可能な時間に数か所からとどく

ですか？どんな行動が増えたり減ったりするのを見たいです

来園者とエンリッチメント

ブルックフィールド動物園にいるフェネック（Vulpes zerda）のつが

祉

その動物に対するエンリッチメント・プログラムの目標は、何

いうシステムを立ち上げました。これは、スタッフが目標を設定（Set）

な作業のひとつとなります。

福

する環境が整っていますか？

際に現れた成果とを比較することです。ディズニ―・アニマル・キングダ

に、好ましい結果やできごとまたは報償があたえられることをともない、

重要で、そうすれば、エンリッチメントは、日々の動物飼育における簡単

物

貴園館では、効果的なエンリッチメントのプログラムや活動を

エンリッチメント効果の評価における重要な問題は、期待した行動と実
ムは、エンリッチメント構想の計画作りと評価のために、「SPIDER」と

た、エンリッチメントに用いるものは、エサも含めて設置しやすいことも

とも発見しました。

チェックリスト

オペラント条件づけにおいて、正の強化は、求められる行動が出たとき

れをいくらかコントロールすることもできるような魅力が不可欠です。ま

より効果的に刺激することが分かりました。研究者たちは、さらに活動

の1日の時間内にたった数度発現するものではなく、動物が時間とともに

うち、給餌回数や給餌場所を変化させることができるのと同様に、給餌の

おいて設計することができます。環境の構成物には、動物が理解でき、そ

や予測不可能な場合に比べて、自然な採餌行動と環境に対する注意力を

慮

ムは、個々の動物のニーズと時間とともに変化する要件を常に考慮に入れ

グポールのような、斬新でエンリッチメント効果のある給餌道具を念頭に

とに、予測可能性と不可能性を組みあわせると、完全に予測可能な場合

配

源が効果的に使われていること、および行われているエンリッチメントが

とが重要です（第4章参照）。展示は、大型ネコ類のためのフィーディン

を場所、時間ともに変えられることができるようにしました。重要なこ

の

ッチメントのテクニックでしょう。数多い給餌関連のエンリッチメントの

展示設計をする際は、中で暮らす動物たちの生活を豊かにし続けるよ

簡単な給餌装置を設置しました。すなわち、研究者たちは、エサの到着

へ

重ねていく経験なのだということです。環境エンリッチメントのプログラ

う、いかにして環境を変化させ、魅力あるままにしておけるかを考えるこ

動

物

環境エンリッチメントの効果を測定することは、重要です。これは、資

種にふさわしいものでなければなりません。

環境エンリッチメントの予測理論

生

エサのあたえ方を変化させるのは、おそらく最も広く用いられるエンリ

や仲間との力関係、および採餌活動のような行動欲求を考慮に入れ、その

事例研究 3.2：

生
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動的な環境を維持することです。忘れてならないのは、動物福祉は、動物
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第４章：展示デザイン

事例研究 4.1：

ゴリラ放飼場設計の新しい考え方

私たちのなすべきことは、
動物に生理的および行動のニーズを
満たす機会をあたえるような展示をすることです。

ダブリン動物園に2011年オープンしたゴリラ
レインフォレストは、実際の景観とニシローラ
ンドゴリラ（Gorilla gorilla gorilla）の生活
史を尊重し、彼らのふるさとの特徴をうまく再
現した方法により、類まれな施設となっていま
す。展示施設は、大きな自然の湿地からなりた
っており、6000㎡の起伏の多い地形は、ゴリ
ラたちに先祖伝来の地を構成している草原や森

高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略
⒈その種にふさわしい動物福祉を支える環境特性を明らかにし、それらの
特性をすべての展示デザインや改良の第一基準としてとりいれましょ
う。特性は最新の科学的根拠に基づくアドバイスを基にした、種にふさ
わしいものであることを確かめましょう。
⒉動物の生理および行動のニーズにかなうように配慮しましょう。好奇心や
何かに没頭するような環境をあたえ、季節の変化も含め自然の構成要素
にふれられるようにしましょう。また、個々の動物ないしは群れのニー
ズが、時間とともに変化していくことにも配慮しましょう。
⒊展示施設は、動物福祉の管理上、動物の隔離が必要となる場合に対応で
きるようにしましょう。
⒋動物が過度のストレスやけがもなく、豊かで充実した生涯を送れるよう
に、スタッフは、管理や飼育、トレーニングを安全かつ容易にできるよ
うにしましょう。
⒌展示デザインの質を評価するためのモニタリングを行いましょう。建設
的な解決策を見出し、他の園館と共有しましょう。
⒍展示における動物福祉について来園者に説明し、どこにいる動物に対し
ても、その福祉を改善するために彼らができることは何かを教えてあげ
ましょう。
⒎動物たちが周囲の環境に対して、常に種にふさわしい複数の選択や、制
御ができるような機能をもたせることに配慮しましょう。

物の近くで常に安全であり、かつ、動物の好みに対して試行やサポートが
行なえるような、柔軟性をそなえた枠組みをつくることです。もうひとつ
は、来園者が直感で環境を理解する機会をもてる、すなわち、舞台背景と
状況がいかに動物に健康な生活をもたらしているかを理解するだけでな
く、来園者は、動物福祉のために何ができるかを理解することで、来園者
の感情的かつ知的な欲求が満たされるような、「舞台装置」を設計するこ
とです。

や、つきあう仲間を選択し、自らの好みを表現する能力によって、自らの

アブストラクトエコロジー様式は、動物の野生生息地の要素を抽象化し
て使います。例をあげると、ブラキエーションをするサル類に使う、本物

どんな1日においても、動物は、多少なりとも快適か、多少なりとも空腹

の森の代わりとしての登れる構造物、北極に生息する種の展示に使う氷山

か、あるいは様々な外部要因からストレスを受けていることに気づくこと

を象徴するコンクリート製の幾何学的構造物などがあります。この展示デ

でしょう。展示デザインにおける重要なねらいは、動物がそのような日々

ザイン様式は、「機械主義的」あるいは「硬い」建築と呼ばれます。アブ

園

水

族

館

協

会

torquatus）の

群れを観察する機会もあり、散策自体が楽しい
経験です。

動レパートリー内で課題と選択の機会があり、そして職員にとっては、動

ン様式は、直感的な環境理解をうながします。

物

リマンガベイ（Cercocebus

ります。ひとつは、動物にとっては、十分な空間があり、かつ、独自の行

族館で暮らす個体は、様々な行動機会を求めてあちこちに移動すること

動

その他の野生動物と施設を共有しているシロエ

現代の動物園・水族館では、展示デザインには、2つの重要な役割があ

ンは、「自然主義的」あるいは「やわらかな」建築様式です。このデザイ

界

ラたちが姿を見せたくない場合でも、ゴリラや

展示デザインの役割とスタイル

境の全体的な質を制御することはできませんが、野生や動物園または、水

世

て観察するには、辛抱強さが必要ですが、ゴリ

会関係をもつ機会を増加させるものでなければなりません。

り、観客を動物と同じ舞台背景におくのです。ランドスケープイマージョ

|

プや学びの機会にであいます。ゴリラを発見し

広げ、様々な環境エンリッチメント機能をつけ加え、他の動物と適切な社

会など、一連の変数によって決まります。動物は、自らの遺伝子構造や環

略

エリアや遊びエリアに到着し、夜通しのキャン

で、展示デザインは、動物の全生涯のニーズを包含し、割り当てる空間を

にとりこみます。自然要素も文化的要素も展示の境界線をのりこえて広が

戦

をながめて楽しみます。来園者は、正式な展望

ません。動物園・水族館は、飼育する種や動物のことをよく知っているの

的な質、それに快適さや食料や社会的な関わりを求める際の選択をする機

祉

め、湖をはさんで遠くに見える他の動物の施設

るように思えますが、寿命は必ずしも動物福祉の指標となるわけではあり

ョン様式は、動物の生まれ故郷の自然要素を、しばしば文化的要素と一緒

福

の流れを横切り、近くや遠くの景観と空をなが

これらの動物の多くは、満足していて、野生にいる仲間より長生きしてい

どんな動物にとっても生活の質は、遺伝、それまでの経験、環境の全体

物

の熱帯バイオームを散策します。そして、滝状

物を人間の管理下にある飼育環境にもちこむことを専門にしてきました。

ジョンとアブストラクトエコロジーがあります。ランドスケープイマージ

福祉に対してある程度の制御が可能です。

す。来園者は、板を連ねた遊歩道に沿って、こ

歴史的に、動物園・水族館は、「自由意志」や野生状態のかわりに、動

展示デザインには、2つの主要な様式、すなわちランドスケープイマー
はじめに

は、野生のゴリラの行動研究に基づいていま

精神的、感情的および身体的な調整をする機会をあたえることです。

は、会員組織に対して以下の事を求めます：

動

や川に似た、変化に富む場所です。施設の設計

のストレス要因に対処しながら、正の経験をする機会を利用することで、

提言
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ダブリン動物園、アイルランド
ニシローランドゴリラ

ストラクトエコロジーは安価にできるので、他の動物福祉の向上のために

的環境の中で快適に飼われていなければなりません（第5章参照）。身体

資金を倹約できます。

や景観の特徴、空間の制約も、どの種がふさわしいか決める際に影響しま

これらの展示様式は、動物にとっては、本質的にどちらがもう一方より
優れているというわけではありません。木々を背景に美しく設計された峡
谷は、動物たちが自然な環境にいると来園者を納得させるかもしれません
が、それがそこに暮らす種にふさわしい様々な状況や活動をあたえてくれ
ないなら、動物にとって有益ではありません。反対に、ジャングルジムは

す。野生では、一緒にいるのが普通に見られる動物たちは、混合種展示か
ら恩恵を受けられますし、単一種だけでは見せない、異種間の行動を見せ
てくれるかもしれません。しかしながら、正しく管理されないならば、混
合種展示が過度な攻撃行動、けがや死をまねくこともあるので、種や展示
個体に対して配慮する必要があります。

視覚的に自然の森を再現していませんが、テナガザルたちにとっては、大

展示デザインでは、常に、職員や来園者の安全を考慮するだけでなく、

変刺激的かもしれません。様式に関係なく、重要なのは、種にふさわしい

動物が安全だと感じられる空間を用意しなければなりません。よい展示

環境エンリッチメントの特徴であり、選択と刺激の量、そして動物が自然

デザインは、それぞれの種の生涯にわたる（誕生、成長、成熟、老化、

な行動に没頭できるかどうかなのです。

死）行動レパートリーと自然景観の利用の仕方への十分な理解から始ま
ります。そのためには、生物学者、動物福祉学者、飼育係、および自然の

展示デザインと動物福祉
どのようにして、そこに暮らす動物の適応度、健康、福祉を増進させる
ような空間を設計できるのか？
適切な種を選択することは、展示デザインの基本原理のひとつです。種
は動物園・水族館の気候風土の下で自然に快適でいられる、あるいは人工

生息地で彼らの生活を研究する人たちが共同で努力しなければなりません
（事例研究4.1参照）。根拠に基づいたデザイン（EBD）は、過去にどん
なことがうまくいったかを知る貴重な情報をもたらしますし、居住後評価
（POE）の手法は、展示デザインの効果をモニタリングすることに利用で
きるでしょう。
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生

生

展示における居住空間の大きさと範囲は、それぞれの種のニーズと行動

で不可欠です。例えば、動物が自然の三次元空間をどのように利用してい

に適合していなければなりません。種によっては、三次元空間は最優先事

るのかを考えたり、彼らの日常生活の詳細を想像したり、光や音の強度や

チェックリスト

項であり、正の福祉状態を達成するために不可欠となるでしょうし、他

温度範囲の選択肢を調べたりすることなどです。自然光にあたれるように

その種は、動物園・水族館の気候風土の下で自然に快適でいられ

方、別の種にとっては、適切な社会構造が優先事項となるでしょう。種に

しましょう。環境エンリッチメントを施す設計をし、動物たちが自発的に

特有な必須条件を知っておくことは、効果的な動物福祉展示を設計する上

選択する機会をもてるよう工夫してください。

る、あるいは、人工的環境の中で快適に飼われているでしょう

その展示は、動物に基本的な状態を維持するのを可能にしていま

繁殖にそなえ、動物福祉の理由から、動物を隔離する準備をしましょう。

すか？自らの選択で、日光を浴びたり、（夜行性動物の場合、月

予備の展示外エリア、または、2つめの展示エリアが必要になるでしょう。

光を浴びたり）、屋外に出たりすることができますか？

それぞれの動物の特定なニーズを中心にして建設されるべきです。展示お
よび展示外エリアは、ともに管理、飼育、トレーニングや観察に従事する
職員たちに安全かつ容易で、柔軟性のある選択肢を提供しなければなりま

その展示空間は、種の自然な群れづくりをうながすだけの十分な

す。したがって、設計は、日常の変化や課題をもたらすような環境エンリ

光の下か、高い所か低い所か、何かにさらされているか守られて

ッチメントを配置するための柔軟なシステムが利用できるようでなければ

いるか）の下で、食べたり、休息したり、様々な場面に対応でき

なりません。また、体重計やスクイージングケージ、捕獲シュートのよう

ますか？動物が退避したり隠れたりする場所はありますか？攻撃

な、適切な管理と飼育ができる装置もとり入れるべきで、そうすれば、動

を誘発するものは何ですか？

展示には、退避エリアを設けるべきで、それにより動物は、観客の視線
特徴を説明することは、来園者が動物のニーズをより深く理解する助けに
なります。教養ある来園者は、動物にもプライバシーが必要なことを認識
しており、いつ来てもすべての動物が見られるとは思っていないという研

1971年に開園したアペンフール霊長類公園は、フェンスと電気の流れ
ている橋と霊長類の社会学習を試みた、先駆的な放し飼い展示の施設で
す。最初の放し飼いエリアは、およそ1ヘクタールの森林におおわれた
区域で、100頭以上のボリビアリスザル（Saimiri boliviensis）が、木
々や来園者の間を歩き回っています。動物たちにあたえられた空間は、
彼らにとって、実りある社会群を形成するのを可能にしています。収容
室は、群れに身をおくメンバーに柔軟性をもたらしています。8室それ
ぞれに少なくとも3つの出口があり、それぞれの出口は、交差点を介し
て複数の部屋へつながっています。建物は床暖房ではなく、壁が暖房さ
れており、設定温度は壁が25℃、室温は20℃です。個体をけがや病気
で隔離する必要がある場合は、必ず飼育係がその群れについての知識を
基に選んだ仲間を付き添わせます。

設はありますか？
その展示空間は、例えば、多様な状況（近くか遠くか、日陰か日

から逃れることを選択できます。教育的な観点からも、展示の動物福祉的

動物管理方法が進歩すると展示デザインの進歩を後押しします

大きさと複雑さがありますか？繁殖や群れを分けるための予備施

への依存をまねくような条件づけを避け、他の日常業務が行えるべきで

負担のない医療処置をより受け入れやすくなるかもしれません。

事例研究 4.2：

すか？休息場所はありますか？その展示空間は、通常の動作を可

なる正の刺激をあたえることになるかもしれません。

物の大きさや複雑さに関係なく、正の強化トレーニングによって、動物に

飼育係は、動物のそばにいて安全ですか？その展示空間には、日
々の管理や環境エンリッチメントにおいて、容易かつ柔軟な選択
肢が用意されていますか？
その展示は、職員や研究者にとって、動物を邪魔することなくモ
ニタリングすることが可能ですか？展示されている動物たちは、
観覧にともなう光や音や振動から守られていますか？

究結果があります。そうした説明は、連想をかきたて、来園者が動物園・

動物たちは、来園者から安全に守られていますか？来園者は、動

水族館の動物の福祉だけでなく、野生での彼らの保全に興味をもつ動機に

物のそばで安全ですか？

もなります。

展示動物の福祉は、来園者に十分理解されていますか？来園者

結論
優れた設計の動物園・水族館の空間は、ゆきとどいた動物管理とともに、
そこで暮らす動物たちのフィットネス、健康、福祉を高めるのに役立ちま
す。展示内に選択の余地をあたえ、休息したり、来園者から身を隠したり
する場所を確保してやることは、動物福祉に顕著な違いをもたらします。

配

利用したり、いろいろな床材を掘ったりすることを楽しんでいま
能にしていますか？

物の自然な行動に干渉することなく、かく乱を防ぐと同時に、人間の介入

の

その動物は、高さや深さなど「立体空間」を利用しますか？木を

せん。動物を展示エリアと展示外エリアへ交互に移動させることは、さら

理想的には、職員は環境エンリッチメントを変化させることができ、動

へ

か？

動物は、自然な群れを形成できなければなりません（事例研究4.2参照）。

展示外エリアは、来園者の目にはふれませんが、展示エリアと同じように

物

は、動物の能力、採食戦略、セルフケア、仲間とのやりとり、環
境エンリッチメントの利用などを観察できますか？来園者の体験
は、その種が野生で生存できるよう取り組んでいることへの理解
と結びついていますか？
メモ:

同様に、それぞれの好奇心とすみかの利用の仕方を反映する、変化に富ん
だ選択や複雑な行動レパートリーに没頭する動物を、十分に感覚のそなわ
った個体として、観察する機会も提供することができます。
動物園・水族館は、最善を求め、模範を示し、動物福祉のための新しい
考えや設計をうながすために努力しなければなりません。お金のかかる解
決方法である必要はありませんが、よい結果を生むには、思慮深く綿密な
勇気ある努力が必要です。
アペンフール霊長類公園、オランダ
ボリビアリスザル
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ジャイアントパンダ
サンディエゴ動物園、カリフォルニア、アメリカ
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第5章：繁殖プログラムと収集計画

事例研究 5.1：

動物収集計画とは？

私たちのなすべきことは、
保全の成果をあげ、
持続可能な
種の管理を達成し、
正の動物福祉状態を促進するような
繁殖プログラムを組むことです。

動物収集計画は、飼育する動物種と個体数、計
画された繁殖、動物園・水族館における動物の
移出入、そして今後の方向性のあらましをまと
めたものです。先駆的な動物園・水族館では、
動物収集計画の決定は、施設に対して管理責任
を有する行政機関が承認した収集計画の原則と
方針に沿っています。収集計画は、利用可能な
施設、公開される展示や空間、舞台裏、福祉

提言

と管理の面からその種に必要な要素、およびコ

動物収集管理と繁殖

高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

レクションを維持する必要性が、動物園ないし

現代の動物園・水族館における繁殖プログラムは、種管理プログラムに

は、水族館の目的と権限に一致するかなどを考

は、会員組織に対して以下の事を求めます：

よって管理されなければならず、それには地域の動物園水族館協会のよう

慮して作成します。動物園・水族館は、直接関

⒈総合的な種保全計画に沿った繁殖計画と種の管理に対する提言を導入

な、動物園・水族館組織の専門家の協力の下に立てられた優れた計画を必

与した保全成果と、来園者や一般市民が参加す

し、それにしたがい、動物にとって負の福祉となるような結果を最小限

要とします。協力して行う種管理は、動物の繁殖・収集計画に関するすべ

る成果のいずれかを通して、保全対象の入手を

に抑えるようにしましょう。

ての決定を支持するでしょう。

支援する収集計画を立てるべきなのです。

⒉繁殖の際は、発情のモニタリング、動物隔離、熟練した観察の継続など
によって、正の福祉管理を促進しましょう。
⒊専門職員を配置し、必要とあれば、外部の専門家の意見を導入して、繁
殖関連の動物福祉問題を監督しましょう。
⒋野生にもどすために繁殖させる場合には、野生で生きていくことと野生
個体群に加入したことにおける動物福祉のバランスに特別の注意をはら

動物収集計画は、すべての動物園・水族館にとって中核であるはずで
す（事例研究5.1参照）。動物福祉に関していえば、そうした計画は、それ
らの種や該当する動物にとって正の福祉状態をもたらすことができるかど
うかを考えなければなりません。それらを飼育するべきかどうかの判断に
欠かせない根拠として考慮しなければなりません。

いましょう。

世界中の多くの地域で、収集計画作りを支え、優れた種管理実務を確実

⒌安楽死させる場合の状況や誰に実行を委任するのか、その概要を記載し
た明確な指針を作成し、用いましょう。

にし、その枠組みの中で、いかにして正の動物福祉状態を促進させるか

パース動物園、オーストラリア
ミミナガバンディクート

を監督し、助言し、動物個体群の管理を調整し、手助けするのは、地域

動物園・水族館の繁殖プログラムは、何世代にもわたる遺伝的多様性を

避妊の効果的活用は、現代の動物園や水族館を管理する多くの局面のひ

⒍動物収集の長期計画には、種の特性に対応した動物福祉への配慮が十分

の動物園・水族館協会の役割です。これは、WAZAの個体群管理委員会

可能な限り高めるために懸命な努力をしています。遺伝的多様性を確保す

とつであり、それゆえに、獣医スタッフの経験と知識は、繁殖管理の成功

になされており、生涯にわたる飼育と高い水準の福祉があたえられる保

（CPM）を通して、世界種管理計画（GSMPs）を媒介とした、地球規模

ることは、個体や世代間の健康に貢献するので、動物福祉に重要です。よ

に欠かせません。管理された繁殖は、確実に将来の繁殖に最良の遺伝的お

証があることが必要です。

の連携をする成長分野でもあるのです。動物園・水族館は、これらのプロ

く管理された繁殖プログラムは、動物福祉を考慮しなければならず、動物

よび個体群動態的な成果を上げるため、保全プログラムを支えるのに不可

グラムをひき続き利用し、可能であれば、地域や世界の繁殖プログラムの

園・水族館は、個体群を持続可能に保つ管理の必要性とともに、倫理と福

欠なのです。

さらなる構築に協力をするべきです。

祉の問題のバランスをとることにあらゆる努力をはらわなければなりませ

⒎動物入手を検討する際には、野生の個体群に影響をあたえることのな
い、あるいは、動物福祉がそこなわれるかもしれないような野生動物の
商業生産を強化することがないところから入手することが必要です。

種の管理の基本原理は、個体群に個体の血統を提供することと、動物福
祉の観点から種にふさわしい成果をもたらすことなので、質の高い記録保

はじめに
繁殖は、動物園・水族館にいる野生種の自然な行動様式をよい意味で豊
かにすることができます。しかし一方で、複雑な倫理上および福祉上の問
題が浮上することがあります。動物園・水族館における繁殖を検討する上
で最も重要な原則は、動物福祉と個体群管理における必要性と手段との間
でバランスがとれており、種にふさわしい自然な行動に精通した専門知識
に基づいていることです。

国際種情報システム（ISIS）は、そのような記録保持体制のひとつであ

管理によって正の福祉状態を維持する技術の評価、あるいは、それをより

り、持続可能な個体群を国際的に管理していくために欠かせません。この

向上させるために、他のパートナーとも連携しながら有益に働くことがで

システムは、繁殖成功に必要な知識の構築に不可欠な情報を普及させるこ

きます。例えば、繁殖プログラムで、ホルモン検査、繁殖技術の支援、ス

とを可能にします。

トレスのモニタリングを取り入れたり、種に関する最新の知識を適用した
りすることです。これらの取り組みには、痛みやストレスを最小限にする

近年では、動物園・水族館において個々の動物たちを、自然のプロセス

にして私たちは、繁殖プログラムを通してこれを達成するのか、その解釈

になるべく近づけた状態で繁殖させることに協力して努力をしています。

は様々です。しかしながら、強い結束の下に立てられる協力計画に支えら

これは、繁殖を確実に成功させる必要性に基づいており、福祉に有益な成

れ、それぞれの種にふさわしい助言と知識を含む共通のテーマがありま

果をもたらすかもしれません。そこに横たわるのは、複雑な種管理システ

す。

ムで、動物園・水族館の動物個体群の持続可能性をうながし、野生動物の
保全を支えるために、十分な遺伝的および個体群動態的な多様性を維持す
ることをめざしています。
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現代の動物園・水族館において動物福祉に影響する専門技術の別の中核

動物園・水族館は、動物福祉の低下を最小限にとどめ、持続可能な種の

動物園や水族館における「自然」繁殖
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攻撃と損傷の制御

らの分野における意思決定の複雑性と取り組む際の助けになります。

持は、管理の成功に不可欠です。動物情報管理システムを組みこんでいる

野生生物保全が現代の動物園・水族館における最重要課題であり、いか

動

ん。動物倫理福祉委員会あるいはその他の専門的助言による支援は、これ

は、展示域内での自然な行動を管理することです。多くの種で、繁殖は、
動物の間に高度の攻撃性をまねき、負傷することがあります（事例研究5.2
参照 ）。これは、その種の野生における普通の行動かもしれません。動物
園・水族館は、そうした状況を管理する際、起こりうる負傷を最小限に抑
えるため、懸命に努力をします。管理がよくないと動物が重傷を負うか、
死亡することになるからです。

ための正の強化を用いた、動物に負担をかけない動物管理技術が加わるか
もしれません。

攻撃が起こるならば、展示設計に変更を加え、安全な繁殖を確保しなけ
ればなりません。動物園・水族館職員は、動物のけがを最小限にとどめ、

繁殖プログラムの運営は、一生涯飼育し続けることと高い水準の動物福祉
に配慮した、より範囲の広い種管理長期計画の一部であるべきです。多く
の動物園・水族館は、望まない繁殖を避けるために、繁殖を積極的に管理し
ています。安楽死を利用するところもあるかもしれませんが、これについ

最良の繁殖成果をあげるため、個体を一緒にする際に詳細な知識と専門技
術をもたなければなりません。それに加えて、動物園・水族館の専門家
は、繁殖のために個体を一緒にするタイミングを判断するために科学的情
報を活用しなければなりません。

ては、その国あるいは地域の法律や文化に適合していなければなりません。
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救出動物を飼育することは、増加する野生動物の違法取引（事例研究5.3

野生にもどすための繁殖
展示個体群の長期の持続可能性と保全繁殖のための動物供給は、両立し

参照）のような、動物福祉と保全における主要テーマについて、一般市民

ます。多くの場合、保全繁殖の目的に使う動物は、公開されていますが、

を啓発する明確な機会をもたらします。救出動物にすむ場所をあたえる際

一方、他のシナリオでは、そのような繁殖に関わる個体は、非公開の場所

に、動物園・水族館は、個々の動物に実質的な影響をあたえるだけでな

で飼われています。展示するかしないかは、特殊なプログラムや種によっ

く、地域や世界の動物園・水族館にいる動物個体群の持続可能性を押し上

て決まります。

げることにもなるのです。救出したり押収した動物のための場所と資源の
入手可能性や、それらの動物を生涯にわたり飼育することは、動物収集計

野生にもどすための繁殖プログラムの多くは、野生にもどす前の訓練が

画の重要な要素かもしれません。

行われ、動物福祉が一時的に低下することにつながるかもしれません。訓
練の前段では、例えば、各個体の食事を野生での食事に近づけて、食料源

安楽死の利用

を制限（例えば、飽食と飢餓を体験させる食事）したり、生きエサをあた

安楽死は、人道的な死をあたえる行為です。動物は生涯を通して敬意を

えたり（生きエサになる動物の福祉が問題になるかもしれません）、ある

もってあつかわれるべきで、必要な場合には、人道的な死をあたえられる

いは、逃走反応をひきおこす捕食者条件づけを行ったりします。野生にも

べきです。すべての動物園・水族館は、動物の安楽死のとりあつかいに、

どすための繁殖プログラムに着手する前に、動物園・水族館は、個々の動

明確な指針をもたなければなりません。安楽死の指針は、安楽死をどのよ

物にとって長期生存リスクや、その種の生存についての現状が、訓練期間

うに、いつ利用するのかが明確に述べられていなければなりません。安楽

中における動物福祉の一時的損失を上回るかどうか、評価しなければなり

死は、経験豊富な獣医、ないしは、獣医に説明を受けた上級動物管理職員

ません。保全機関の意見に加えて、動物倫理福祉委員会の意見もとり入れ

によって監視され承認されなければなりません。安楽死させるか否かは、

ることは、大いに評価を助け、またそのような状況を支えてくれるでしょ
う。
野生個体の取引、救出、養殖業
野生個体の取引は、国際自然保護連合（IUCN）のような国際的保全機

全ての選択肢について前後関係を考慮して評価し、それに基づいて決定す
事例研究 5.3：

るべきです。そのような評価に際して、動物倫理福祉委員会を介入させる

オーストラレーシアにおけるクマ解放基金

のが有益であると考える施設もあれば、外部の識者を参加させるところも

クマ解放基金は、東南アジア全域でマレーグマ（Helarctos malayanus）

あります（事例研究5.4参照 ）。

関の承認を得た国際原則に適合していなければなりません。野生から個体

とアジアクロクマ（またはツキノワグマ；Ursus thibetanus）を、熊胆

動物園や水族館における動物の死は、一般の関心をひくだけでなく、職

を収集する意図が、明白かつ保証された保全目的のためであることは、動

採集牧場やレストラン市場、ペット市場から救出するために活動する組

員やボランティア、来園者の感情をゆさぶることがあります。特に動物を

物園・水族館の中核であり、また、所轄の行政機関と協力する場合は、定

織です。これまで10年以上にわたって、オーストラリアおよびニュージ

安楽死させた場合がそうかもしれません。状況によっては、動物園・水族

めた目標が教育や研究、あるいは、野生個体群の長期にわたる持続可能性

ーランドのいくつかの動物園が、サンクチュアリへの資金提供や、地域社

館の来園者、職員やボランティアに安楽死決定の論理的根拠を説明する必

事例研究 5.2：

を促進させるプログラムのための個体収集（例えば、野生にもどすための

会に対する教育プログラム、ラオスとカンボジアの野生クマ生息状況に関

要があるかもしれませんし、理由を説明するのに時間を要することが有益

群れを作る種の繁殖における攻撃性の管理

繁殖における手始めとして）でなければなりません。この点において、動

する保全調査などで、クマ解放基金を支援してきました。動物園は、マレ

であり、必要であるかもしれません。

物園・水族館の効果的な動物収集計画、種の管理と共同繁殖計画は、重要

ーグマのオーストラレーシア地域繁殖プログラムを支援するためだけでな

なツールなのです。

く、クマ解放基金とマレーグマの保全、および野生動物の違法取引に抗議

繁殖は、群れの中で起きることが、動物福祉の上からもまとまりのある
集団の構造上からも、理想的です。動物園・水族館は、繁殖を検討する
際、それに関わる種の幅広い管理とともに、群れの遺伝的、個体群動態
学的健全性に配慮しなければなりません。群れを作る種の性質上、特に
オスについては、1年の中で対立行動が生じる時期があります。自然な
繁殖行動は、それが攻撃的であろうとなかろうと、繁殖の確実な成功に
不可欠といえましょう。しかしながら、もし繁殖の状況下で対立行動が
続いていくなら、特に、それが通常の繁殖期ではない時期なら、下位個
体の動物福祉上の問題になり、対応しなければなりません。この場合も
やはり、動物園・水族館職員は、その種や個別の動物、群れの力関係に
直接関連する十分な知識と技術をもたなければなりません。これは、個
体を隔離するか、あるいは攻撃行動の自然な経過をたどらせるかの決定

野生動物の商業生産（「野生動物養殖業」）は、持続不可能かつ非合法

することを提唱するために、本種を救出し、展示に加えました。

マレーグマ

現代の動物園・水族館に託された保全に対する権限を台無しにしてしまい

事例研究 5.4：

ます。そのような商業生産手段が大規模に行われると、動物福祉にも悪い

動物倫理福祉委員会とは何か、貴園館にとってどのように役立つのか？

影響をあたえます。動物園・水族館は、商業繁殖施設から動物を調達する
ことを避けなければなりません。この件に関するWAZAの2014年の決議と

多くの動物園・水族館は、動物倫理福祉委員会を自園館の動物管理に役立てるために

一致して、動物園・水族館が動物取得を検討する際は、必ず全ての動物を

利用しています。地域によっては、そうすることを法律によって求めています。動物

信頼できるところから調達し、野生の個体群に影響をおよぼしたり、野生

倫理福祉委員会は、園館同士のつながりを広げ、動物福祉と動物倫理の専門知識を得

動物の商業生産を強化したりせず、無差別捕獲がまねく負の福祉を避けな

るために、外部から委員を招くこともあります。そのような委員会は、動物管理問題

ければなりません。

に対する園館コミュニティの反応を正しく評価し、施設を査察し、動物福祉の新しい
指針と手順を検討することができ、あるいは動物飼育に生じる倫理上のこみいった問

多くの動物園・水族館では、違法な野生生物取引業者や閉鎖した施設あ

題を手助けすることができるので、貴重な存在となりえます。また、そうした委員会

るいは、動物を適切に飼育できない施設から押収されることになった「救

は、動物園・水族館における動物管理の複雑性について、飼育職員やその他の関係者

出動物」が増加しています。これは、行政からの要請であることがしばし

ホワイト・オーク保全センター、フロリダ、アメリカ

の間で理解が大きく前進するのをうながします。また、そのプロセスは、動物飼育に

ばです。管轄区域によっては、そのような動物を飼育するサンクチュアリ

ソマリノロバ

パース動物園、オーストラリア

に野生から個体を調達するきっかけを作ることになりますし、そうなると

に役立つでしょう。

おける意思決定の説明責任と透明性を増加させることもあります。

もあるでしょうが、現代の動物園・水族館は、動物飼育の専門技術をそな
えているので、しばしばこうした動物たちを長期にわたって飼育するよい
場所となります。

ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ
ピグミーマーモセット
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チェックリスト
貴園館に動物収集計画は、ありますか？
貴園館には、明確な動物繁殖計画が整っていますか？それは、
繁殖を始める前に用意され承認されていますか？
貴園館では、どのようにして繁殖計画に動物福祉管理を組みこ
んでいますか？これについて専門家のアドバイスを求めること
が役に立っていますか？
貴園館の職員は、困難な、あるいは攻撃的な種の繁殖を管理で
きる十分なスキルを身につけていますか？貴園館の基本構造
は、そのような繁殖を管理するのに適していますか？それをよ
りうまく管理するために、設備や収容場所を追加する必要があ
りますか？
貴園館は、この結果として生まれてくる子どもを育てる自信が
ありますか？
貴園館では安楽死をどのようにとりあつかっていますか？安楽
死を採用しなければならなくなった時、役割や責任、実行例を
説明する明確な指針がありますか？安楽死を審議する席に、動
物倫理福祉委員会、ないしは、それと同等のメンバーを加える
ことは有益ですか？
貴園館では、保全プログラムと繁殖活動をより効果的に結びつ
ける機会がありますか？
貴園館の職員は、種の管理に積極的であり、この点において地
域の動物園・水族館連盟と積極的につながっていますか？
貴園館は、将来、収容場所を増やす計画がありますか？あるい
は、老齢個体や繁殖に使わない個体を収容するために、他の施
設と連携する必要がありますか？
貴園館の記録は、常に更新されており、動物情報管理システム
（ZIMS）を介して、あるいは、他の類似する共同プログラムを
介して情報交換をしていますか？
エル・バレー両生類保全センター、パナマ
ラスティーローバーフロッグ

結論

進歩したバイオテクノロジーの利用
現代の動物園・水族館は、繁殖プログラムを支援するために、絶滅危惧

動物福祉と、福祉をそこなわせる状態と、正の福祉状態との間のバラン

種の繁殖で貴重な個体の特定に分子遺伝学を利用することから、人工授

スは、繁殖プログラムおよび動物園・水族館収集計画の提言と決定に組み

精、胚移植や卵細胞質内精子注入法、体外受精などの生殖補助技術の適用

こまれていなければなりません 。

に至るまで、技術的進歩をますます活用するようになっています。

貴園館は、国際自然保護連合（IUCN）のすべての手続き、およ
びWAZAの2014年の合法的で持続可能、かつ倫理的な動物取得
に関する決議を遵守していますか？

メモ:

動物園・水族館の良質な収集計画は、野生生物保全と種の管理に対する

動物園・水族館の動物に生殖補助を行う場合は、関係する個々の動物の

責任を基本にしていなければなりません。これは動物園・水族館の個体群

福祉が考慮されるべきです。そのような計画をする場合は、リスクや利

や野生の個体群が、遺伝的にも個体群動態学的にも健全性を維持している

益、動物福祉の成果を詳細に調査しなければなりません。自然生殖に対す

ことを保証します。また、動物園・水族館が、保全と動物福祉について一

る潜在的障壁も考慮すべきです。

般に啓蒙する機会をもたらします。種の管理に取り組む動物園・水族館職
員は、飼育している種に関する地域や世界の優先順位、現行の管理手法の
利点と限界、良質な記録の保持を確実にすることを十分に自覚していなけ
ればなりません。
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環境への適応は、動物の野生に適応する能力を減らすかもしれず、自然の
生息地にもどす予定の動物たちの福祉が問題になります（事例研究6.2参
照）。それゆえ、野生復帰のための繁殖プログラムに関わる多くの動物

私たちのなすべきことは、
野生生物保全活動を
動物福祉の目標に確実に含ませることです。

園・水族館は、そうした潜在的問題を緩和するための戦略を採用していま
す。
保全の緊急性が増加しつつあるので、絶滅の脅威を緩和するために、野
生動物とその環境の管理に介入することが、ますます重要になっていま
す。そうした介入の起動力は、動物福祉問題の緩和や、疾病発生の管理、
または動物を移動させて保全の優先順位にあわせることかもしれません。
また、人間の介入なしには、生き残れない種もあるでしょう。けれども、
介入自体は、動物の福祉をそこなうことであり、そのような影響の見返り
として、種の保全のより大きな目標への貢献が期待されなければなりませ

－人間のあらゆる活動に起因する－ 野生動物への悪影響は、保全問題なの

提言
高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

ん。

でしょうか、それとも動物福祉の問題なのでしょうか？野生動物は、社会

は、会員組織に対して以下の事を求めます：

的な群れ、個体群、生態系の一部をなしています。それゆえに、個体の福

⒈貴園館が支援するすべての保全活動とプロジェクトを構成する要素とし

祉や生存に影響をあたえる行為は、結果的に、こうしたより大きなシステ
ムに影響をあたえることになり、その逆もしかりなのです。

て、動物福祉を確立しましょう。
⒉フィールドで保全活動をする連携団体とともに活動し、例えば、野生復
帰プロジェクトのようなフィールド作業に関連する、動物福祉の知識と
技能において、協力をするようにしましょう。
⒊管理することによって保全の成果が動物福祉への影響を上回るかどう
か、評価してみましょう。
⒋動物福祉を評価することも含めた、種の保全の枠組みの重要性に対する
理解を構築しましょう。
⒌貴園館の保全活動や、連携する相手の保全活動において、個々の動物の
ニーズと正の福祉の促進が常に配慮されていることを確認しましょう。

第1章で説明したように、主に生存危機要因に焦点をあてた動物園・水族
館の動物管理は、正でも負でもない中間の動物福祉を達成しているにすぎ

事例研究 6.1：

ません。今日、私たちは、それ以上を期待し、過去にはありえたことです

野生生物種のハンドリングにおける福祉の意味

が、保全目的で飼育している動物の最小限の生存欲求をかろうじて満たす
だけでなく、それ以上のものが求められているのです。動物も楽しい経験
をもてるのですから、私たち動物園・水族館の管理においては、これを可
能にし、そういう経験をもたせるように努力しなければなりません。本戦
略においてくり返されるテーマである、動物園・水族館分野で行われてい
る環境エンリッチメントに対する広範囲な配慮を、保全のために飼育して
いる動物たちに対してもひき続き行い、拡大していくべきなのです。保全

はじめに
「保全福祉」という言葉は、動物福祉と保全はもともと結びついている
のだという、この章の主要テーマを強調するものです。動物福祉の正しい
指針と実践が保全活動に組みこまれ、今日の動物園・水族館の日々の運営
の一部になるべきであることを重視しているのです。

の目標を達成しようと努力しながら、動物福祉を強化する目的が含まれて
いるので、この姿勢が保全福祉の概念と調和するのは明らかです。
動物園・水族館における保全福祉
野生生物の管理や研究、およびエコツーリズムの運営における、保全福

保全福祉は、人間の活動が野外の自然環境に生息する知覚をもった動物

祉の例には、動物福祉と保全の利益を一致させることも含まれます（事例

たちに、意識的であれ、無意識であれ、影響をあたえることが動物福祉を

研究6.1参照）。多くの動物園・水族館が、地域やはるか遠くの地域外で行

そこなう潜在的な原因なのだということを認めるものです。例えば、無数

われる様々な保全活動に参加しています。動物園・水族館の保全福祉は、

の野生生物種の福祉が人間の活動によって、直接的、ないしは、間接的に

保全という文脈で集中的に管理された個体群の個々の動物に対する身体

そこなわれ、個体群、種および生態系の生存がおびやかされています。

的、精神的健全性への配慮を通して、こうした幅広い活動に応用するべき

保全目的で野生生物種の生活に意図的介入を行うことは、それに関わる
個体の福祉に影響をあたえる場合があります。単に観察することでさ
え、その影響のひとつかもしれません。したがって、そのような動物に
対し、標本採集、マーキング、標識づけ、ワクチン接種、治療のために
作業することは、福祉に悪い影響をあたえかねません。そうした意図的
な介入にともなう悪影響は、生物学的代価をまねくことがあります。例
をあげると、精神的ダメージ、社会的順位の攪乱、通常の移動や繁殖行
動への悪影響、捕食動物からの攻撃の増加などがあります。したがっ
て、こうした影響は個体の生理機能を変化させ、信頼できるデータが得
られなくなるかもしれません。動物園・水族館には、福祉に配慮した野
生動物のハンドリング方法を開発する能力があります。また動物園・水

事例研究 6.2：

族館は、このような保全介入に起因する動物福祉への潜在的影響を測定

野生復帰させた動物たちの福祉

する場を提供します。これは、次に、動物園・水族館、動物福祉と保全
との結びつきをもたらします。

野生復帰は、動物福祉と保全のつながりの範囲内で、野生復帰させる個
体だけでなく回復する個体群への配慮の義務が強調される介入です。人

マイオークカ市キツネザルリザーブ、フロリダ、アメリカ

間による飼育期間が過ぎた後、野に個々の動物を放すということは、動

マングースキツネザル

物を放すための準備も含め、彼らの福祉を低下させるだけでなく、そこ

なのです。
保全と動物福祉―相反するものではありません
保全と動物福祉は、ともに動物にあたえられる害に注目していますが、
その方向性は異なります。保全は、主に個体群、種、生態系の生存を対象
にしますが、動物福祉は、個々の動物の主観的な経験や、生活の質を重視
しているのです。また、保全の考えと実践には、自由生活を送る野生生物
だけでなく、保全の目的に貢献する限り、飼育下の野生生物にも関係する
広範囲な活動が含まれています。
保全と動物福祉の間には、密接な協力と団結の強みがあります。結局、

に生息する他の種に対して影響をあたえることになります。放す前後の

動物園や水族館に基盤をおいた優れた保全活動は、動物福祉をよくする
方法を模索しています。野生種の飼育方法が向上することは、それらの福
祉だけでなく（第1章および2章）、繁殖プログラムも向上させることにな
ります（第5章）。動物園・水族館は、この専門技術を確立することによ
り、高度な動物福祉基準をめざして、フィールドで活動するパートナーの
保全団体を支援することができるでしょう。

モニタリングと、同種の教え役をあてがうことや、補足的なエサやり、

保全と動物福祉の間には、

獣医のケアも含む支援手段は、野生復帰の成功と動物福祉の双方を好転
させることができます。野生での生存と繁殖に重要な、特殊なスキルを

密接な協力と団結の強みが

発達させることをねらった、行動と環境のエンリッチメントも等しい価

あります。

値があるかもしれません。動物園・水族館は、そのような管理手段をと
るのに必要な技能を持ちあわせています。それが、ひいては、動物福祉
と保全の活動領域における動物園・水族館が果たす役割を強調するので

明らかに動物園や水族館での飼育に適応できない種の場合、動物福祉と
保全目標との間に潜在的矛盾が生じるかもしれません。逆に、管理された

す。

ノースカロライナ、アメリカ
アカオオカミ
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保 全福 祉
の効果のために、個々の動物の福祉を無視する圧力が高いとき、動物福祉

種の保全と動物福祉の融合
生息域内と生息域外での種の管理を組みあわせることがますます重要に

と保全の両方を考慮することを思い出させてくれるので役立ちます。

なりつつあることは、明らかです。そうした管理は、動物の捕獲、拘束、
輸送を含む様々な行為をともなうので、動物福祉が損なわれるのを最小限

守るべき指針と未解決問題

にし、正の経験を得る機会を提供することが重要な課題になります。その

野生生物の福祉と保全のために活動する人々を導く、万人が認めるよう

ため、動物福祉への影響を評価し、介入を継続することが保全のために有

な指針はありません。しかし、ここでは少々修正を加えていますが、ブリ

益か、あるいはその逆なのかを判断することが必要なのです。

ティッシュ・コロンビア大学で開催された「保全と動物福祉科学ワークシ

動物園・水族館における動物福祉と飼育の知識は、小さな個体群を回復
させ管理することや、輸送に関する生物学、保全医学といった分野で、保
全活動に役立ちます。重要なのは、動物福祉を高めるための方策は、生存

ョップ2009年」での合意声明の中に示された指針に、有用な枠組みが提供
されています。

保全の目的と矛盾するとは限らないということなのです。

たされていることを確認するための見直しを行っていますか？

苦痛も許容範囲であると結論づけるべきではありません。

・害の大きさと規模（影響を受ける動物の数、および動物の寿命と比較

とはいえませんが、許せる範囲です。しかし、貧しい動物福祉と貧しい保

した害の続く期間という意味で）は、最小限にとどめなければなりませ

全の組みあわせは、明らかに許すことはできません。動物福祉の低下を最

ん。
・不可逆的影響をあたえる行為は、一時的な影響ですむ行為よりも一層真
剣に検討されなければなりません。

理方法を組みこむための支援を受けていますか？

をどのようにして示すべきなのでしょうか？

貴園館の職員と保全パートナーは、野生生物種の福祉を直接的

・どのようにして個々の動物の感情状態を、病態や繁殖の成功のような保

および間接的に評価する方法について、アドバイスを求めてい
ますか？
野生生物の捕獲、拘束、輸送などをともなう保全プロジェクト
で活動する貴園館の職員は、動物福祉の必要性を満たせるよう

・不可逆的影響をあたえる行為は、一時的な影響ですむ行為よりも一層真

な、適切な訓練を受けていますか？
貴園館が、野生にもどすための繁殖プログラムに取り組むこと

こうした問題を解決するには、保全生物学者や動物福祉学者、倫理、法

になった場合、収容施設は動物福祉の必要性を満たせますか？

律、社会問題と取り組んでいる人々を交えた、学際的な対話が必要となる
でしょう。

メモ:

結論
野生生物保全の問題をあつかうとき、動物福祉との関連を認識すること
がますます重要になっています。現在の生物多様性の危機をまねいている

野生生物の福祉と保全に関する問題は、詳細に検討することが必要です。

よい保全の方法は、個々の動物の福祉を十分考慮して行われますし、実

貴園館の保全パートナーは、その仕事に動物福祉の効果的な管

・人々の関心を呼び起こすために、人間の行動との関係に目を向けること

剣に検討されなければなりません。

とよい保全が両立する方法が最も好ましく、そうでない方法は、好ましい

際そうするべきです。したがって、この意思決定スキームは、特に、保全

貴園館は、保全プロジェクトについて、動物福祉の必要性が満

えを見出せるのでしょうか？

は、その必要性を注意深く検討せずに実行すべきではありません。

慮

ことは、難しいかもしれませんが、だからといって、あらゆるレベルの

けられないとき、我々はそれを道徳的に容認できる行為であるとする考

・野生生物の福祉、または、保全の現状に害をおよぼす恐れのある行為

配

な基準値を用いるべきなのか？それに対し合意を得ることや定量化する

全にとって重要な結果に位置づけるのでしょうか？

・動物に影響をあたえる行為は、それが直接影響をおよぼすにせよ、間接

の

チェックリスト

よって生じた場合、それが道徳的問題かどうかを判断するために、どん

彼らの幸福について等しく考慮しなければならないという意味です。

法を評価する実用的な方法をあたえてくれます。

へ

・動物の通常の生活で苦痛が起こった場合、そしてそれが、人間の行為に

の動物をすべて等しくあつかわなければならないという意味ではなく、

を考える意思決定スキームで表すことができます（図6.1）。よい動物福祉

小限に抑えることや、福祉を強化することの指標（第1章）は、これらの方

物

・個体群を存続させるために、個々の動物の福祉が著しく低下するのが避

的であるにせよ、道徳的問題です。

動物福祉と保全の相関関係は、2つの目標のそれぞれの側面が交差する所

生

・野生生物種の全個体の福祉は、等しく道徳的問題です。これは、それら

と繁殖の可能性を増やすことにより、あらゆる努力の保全的価値を高める
ことになるので、野生生物の福祉を向上させようとすることは、必ずしも

生

上記のワークショップで上がった未解決問題の項目は、以下の通りです。

人間の同じ活動が、動物福祉を低下させており、これらを連結した関心
が、動物園・水族館が取り組む野生生物種の保全と救済の活動に向けられ
ているのです。
野生生物種の福祉は、ますます洗練されつつある科学的に認められた方法

意思決定のスキーム

で、直接的にも、間接的にも、評価することができます。野生生物保全の
より幅の広い目標が、個体群や種ごとに評価されるのに対して、動物福祉

図.6.1. 動物福祉と保全のそれぞれの側面が交差するところを考える、

は、各々の個体ごとに評価されるという事実は、必ずしも矛盾するとは限

意思決定のスキーム（Bradshaw & Bateson 2000を改変）

りません。
動物福祉学者や保全学者、およびそれらの提唱者は、ますます、互いの

い

は、自分たちのフィールドでの保全活動を保証し、保全パートナーの活動

よ

仕事を補足しあえるものと認めあうようになっています。動物園・水族館
に、動物福祉の低下を最小限にとどめる戦略が含められることを忘れては
なりません。
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第７章：動物福祉研究

生

生

物

ら、いかなる調査研究を行うにしても、動物福祉への影響は、特に、いか
なる負の影響も実施する前に評価しなければなりません。

提言
高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略
は、会員組織に対して以下の事を求めます：

にさらされている種において、保全価値が極めて高い動物が関与するよう
な研究プロジェクトで、それが種の保全と管理の計画の一部であり、その

ますが、その実施に際し、法規制について考慮することは、重要です。法

ような研究が当事者の個体に利益となる場合、あるいは、実験結果の検証

令の詳細は様々かもしれませんが、基本原理は、しばしば共通していま

と測定が、その施設が従事または参加している学術研究や保全プログラム

す。国際獣疫事務局（OIE）に加盟する180の国は、「研究と教育における

にとって著しい利点となる場合、そして、治療方法や手当の手順をテスト

動物使用」のOIE基準を満場一致で可決しています。この基準は、現存す

し、改良するための偶発的機会がある限り、それを利用する獣医学的医療

る法規にとって代わることを意図するものではなく、より詳細で厳しい要

実験などで、そのようなやり方が受け入れられることもあるかもしれませ

求がこめられているかもしれません。むしろこれらの基準は、旧法規を更

ん。しかし、そのような研究を決定するには、管理、保全、学術上および

新しようとしている国や初めて基準を設けようとしている国々に助言をあ

倫理上の観点が必要で、正式な審議と意思決定の枠組みの脈絡内でそのよ

たえています。

うな研究を行うのであれば、最良の支援を受けることでしょう。
動物園や水族館の舞台装置で行われる観察調査では、野外で自由生活す

究に基づく結果を採用し続けましょう。
⒊研究活動を検討し、監視するために、またさらなる科学的な正確さを培
うために、貴園館の運営全体において、動物倫理、福祉、研究委員会あ

・該当する施設は、そのような法令の必要条件に沿った方針と手順をそな

服でき、飼育条件の違いは、生物学的差異の材料として利用できますし、

え、そのような法令が整っている、いないに関わらず、それらの方針と

ひとつの動物園や水族館で明瞭な質問や、単純な実験を行い、それを事例

手順を特に動物の学術利用にあてるべきです。

研究として発表することで、問題を克服できます。正の報償システムに基

・そこには、外部の権限ある法定機関や動物倫理、利用・飼育委員会、な

るいは同様の組織を外部の意見とともに活用しましょう。

いしは、その施設と利害関係をもたない構成員を含む機関などによる動

⒋動物が関係するいかなる研究においても、動物福祉に対する配慮が明確

・提案された動物利用で期待される利点と、動物福祉に対する負の影響を

なったものであることを保証するために、研究指針と研究プロトコルを

比較し、提案された動物利用で得られる利点が理にかなうよう、バラン

確立しましょう。

スがとれていなければなりません。

⒌正の動物福祉を促進するよう、積極的に研究パートナーを支援しましょ

・動物福祉にあたえるいかなる負の影響も、最小限に抑える措置をとらな

う。

ければなりません。

⒍総合的に動物福祉、特に保全福祉を強化するために、貴園館における研

事例研究 7.1：

究に基づく活動分野として、保全医学を促進させましょう。

で、行動にどんな違いが現れるのかを調べることでした。ヒヒは、3種類

保全を向上させるために、科学的に正確で、根拠に基づいた取り組みを発

研究を大きく進歩させました。生理学的状態の同定は、動物福祉評価への包括的で根拠に

のです。

基づく取り組みにおける重要な要素として、よく知られています。
ヨークシャー野生生物公園、イギリス
ギニアヒヒ

会

の野生種についての認証試験に利用され、輝かしい成功をおさめており、野生動物の福祉

ともに、その活動を増加させ、一方、観客にも新鮮な体験をもたらした

（事例研究7.1参照）。

協

切な試験をしてその有効性を立証しなければなりません。動物園・水族館の動物は、多く

填されました。結果は、給餌器がヒヒの自然な採餌行動を増加させると

は、研究対象の動物たちの生活を豊かにする可能性を秘めているのです

館

担をかける手法での採血などが含まれます。これらの手法は、それぞれの種について、適

観客の参加が始まる前に、3種類の給餌器には、それぞれ異なるエサが充

係で、両方に利益をもたらした成功例が掲載されています。そうした研究

族

チコイドやカテコールアミンの代謝レベルの測定、あるいは吸血昆虫を使った最小限の負

ヒヒと人間が同調して、ロープ・レバーをひくことが求められました。

国際動物園年鑑の2011年度版には、動物園・水族館と学術界の協力関

水

せました。負担をかけない技法には、尿や糞、唾液中の －最近では毛の中の－ 糖質コル

ればなりませんでした。そして最後のタイプでは、エサを出すために、

もなければ、得ることの不可能だった結果をもたらすかもしれません。

園

きな疑問に答えるデータをもたらしてくれるので、生理学的状態の評価を革命的に変化さ

サを出すために、人間とヒヒが同時にレバー台の上に座るか、立たなけ

技術を共有することは、研究の規模と価値を大いに広げることができ、さ

物

れらを適用するべきです。

となりうるからです。動物に負担をかけない手法は、従来の負担をかける技術には、不向

エサをシュートに落とすことを求められました。2番目のタイプでは、エ

動物園や水族館と学術機関との共同研究は、動物園・水族館業務の多く

動

における動物福祉への根拠に基づいた取り組みを向上させていますし、そ

行動反応は、注意深く評価するか、高度な技術で分析しない限り、部分的に不確かな指針

も単純なタイプでは、ヒヒが皿を回してエサを取り出すために、人間が

の領域で、理解と知識を深めるという大きな利点があります。知識と専門

界

技術をつくり出しました。これらの技術と理論の発展は、動物園・水族館

レス」を測る重要な指標として、ますます認識されるようになっています。ひとつには、

ことができました。3種は、それぞれ複雑さのレベルが異なりました。最

館の多種多様な業務に適用可能でなければなりません。

世

の負担が最小限か、あるいは、全くない方法で評価するたくさんの新しい

生理学的状態は、環境的課題に対する生命体の「反応範囲」を明らかにすることで「スト

の給餌器が利用でき、それぞれガラス面を通して、観客は、ヒヒを見る

展させるよう計画された研究です。しかし、研究の焦点は、動物園・水族

|

参照 ）、個体の健康と繁殖状況、父性と母性、病原体の存在などを動物へ

動物福祉を評価する動物に負担をかけない技術の有効性

（Papio papio）の展示に双方向型の給餌器を設置するのとしないのと

研究の機会を提供します。そこにとりわけ関連してくるのは、動物福祉と

略

近年の急速な科学の進歩は、動物福祉や「ストレス負荷」（事例研究7.2

事例研究 7.2：

ヨークシャー野生生物公園で行われたこの研究の目的は、ギニアヒヒ

動物園・水族館は、学者や研究者に自然界への理解を高める目的で行う

戦

可能性が十分にあります。

動物福祉を強化し、来園者に斬新な体験をもたらす研究

はじめに

祉

づく単純な実験と組みあわせると、観察調査は動物福祉の改良に貢献する

物利用の監視が存在するべきです。

に見出され、研究対象に対しての悪影響は最小限かつ一過性で、理にか

福

る個体群のフィールド調査で直面するのと類似する課題が多くあります。
サンプル数の不足は、いくつかの動物園や水族館と一緒に調査を行えば克

件を満たしていなければなりません。

⒉動物園・水族館での高い動物福祉を支えるために、理にかなった学術研

物

動物園・水族館にとって、動物に大幅な外科的介入を行い、負担をかけ

動物についての学術研究は、多くの国で合法的活動として認められてい

・動物の学術利用は、国や地方自治体に既存する法律および規制の必要条

と福祉のモニタリングを優先しましょう。

慮

るような研究は、全く受け入れがたいことです。おそらく深刻な絶滅危機

以下に記すのは、OIEが助言する基本原理の概略です。

⒈大学や研究機関、他の動物施設と共同で行う研究分野として、動物福祉

配

立つ指針です。

様相を明らかにすることをめざしているわけではありません。しかしなが

私たちのなすべきことは、
動物福祉と研究を行う際に、
科学的かつ根拠に基づく取り組み方を採用することです。

の

これらの基本原理は、動物園・水族館とその研究パートナーにとって役

動物園・水族館の研究への動物利用
すべての研究課題が、動物園・水族館における動物福祉と管理の様々な

動

へ
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動物福祉研究

生

生

物

へ

の

配

慮

動物園・水族館に焦点を定めた調査は、学会との密接な協力関係に長期

研究すべき課題は、無数にあり、例としては、常同行動やその他の行動

にわたって関与することが必要です。動物福祉の向上を確実にし、質の高

を含む、動物福祉の正と負の指標を種別に明らかにすることや、革新的な

動物福祉と保全成果を高めるための研究に取り組むという、動物園・水

い学術研究をうながし、動物福祉の向上に大きく関係する疑問に答えるた

環境エンリッチメントの試み、不妊診断、繁殖補助医療の開発と応用、避

族館の潜在能力は、現状では十分に発揮されていません。機会はあって

貴園館の動物福祉の指針と手順を見直す際に、最近の科学的知

めの調査を促進し、動物園や水族館の科学的信頼性を強化するために、理

妊による繁殖コントロール、哺乳類における分娩管理を向上させるプロト

も、研究はさらなるコスト上の問題、あるいは、オペレーション上の妨げ

見を考慮していますか？

念と業務の両面において、学術提携と調査についての意思決定プロセスが

コル、栄養の最適化、健康状態の評価、人畜共通の微生物を含む病原体の

になると見なされるのかもしれません。動物園・水族館と学術機関が革新

確立できるでしょう。

発見、野生動物の疾病予防プロトコルの開発、保全繁殖または野生復帰の

的な協力関係を結んでいるという成功例もいくつかあるので、綿密な計画

プログラムの円滑化などがあげられます。

とあらゆる立場の人の意欲があれば、こうしたハードルは超えられるはず

動物園・水族館における調査の焦点

動物園・水族館でのいかなる研究に対しても直接関連するのは、その研

動物園や水族館でそのような調査を行うことは、必ずしも容易ではあり
ません。サンプル数は少なく、個々の動物の生活体験は大きく異なってお
り、飼育条件は、展示や施設、時の経過で大きく変化します。けれども、
質の高い学術研究を実行することは可能で、そのために、力を最大にし、
発見成果の応用を広げるためのひとつの戦略は、できるだけ多くの動物

保全医療は、野生動物の健康と福祉を維持するために行う、獣医の日常

祉への悪影響を最小限に抑えるという大前提です。5つの領域モデル（第1

診療の側面と、健康モニタリングや研究の重要な要素とをあわせもちま

章 ）は、その詳細が1994年に初めて発表されましたが、実際は、研究に起

す。動物園・水族館は、研究課題についての獣医学的観点とそれ以外の生

因する悪影響を最小限化し、感覚をもつ動物に対する手順を教え、テスト

物学的観点を有益に結びつけることができる、すばらしい場なのです。

ドで、動物に対して行おうとするいかなる行為においても求められる法的

査研究が強く推奨されます。そのような研究により、福祉の方法と収容と

必要事項として導入され、今日なお規制上の要件となっています。それが

飼育との関連性を明らかにすることができ、そしてそれは、実際に応用で

後に福祉の低下を評価し、福祉の強化をはかるためにも利用するべく、上

きます。

述したように開発されたのです。

動物園・水族館における管理のいろいろな側面で、興味深い研究課題が
提起され、それが動物園・水族館業界の利点になる可能性があります。非
野生種において十分に確立された動物福祉の知識と管理実務は、動物園・
水族館における野生種に拡大して調査する際のよい出発点をあたえてくれ

チェックリスト

貴園館は、研究についての独自の優先事項リストをもっていま
すか？
それには、動物福祉に関する課題が含まれ、よい動物福祉を具

です。

究が特定の動物の動物福祉をテーマにしているか否かに関わらず、動物福

するために特に開発されたのです。その使用は、1997年にニュージーラン

園・水族館をまきこむことです。こうした理由から、複数の園館による調

動物園・水族館で行う研究

現化することが保証されていますか？
貴園館は、動物福祉に対する根拠に基づく取り組みを支援する
ような事例研究を実施し、発表することを職員に奨励していま
すか？
貴園館の研究プロジェクトの動物たちは、福祉について、貴園

動物園や水族館の研究専門職員は、研究方針を作成し、研究の優先順位

館にいる他の動物たちと同等レベルの監視を受けていますか？

を提案し、提案された研究プロジェクトを、その適合性、実行可能性、日
常業務への影響および動物福祉への意味あいなどについて評価すること

貴園館には、倫理、福祉、研究委員会あるいはそれと同等の組

で、管理業務を支えることができます。研究のみに専念する職員がいなく

織がありますか？もしあるなら、それには外部のメンバーがい

ても、日常の管理業務を改善し、動物の飼育と福祉を最適化するための研

ますか？

動物福祉の研究に関しては、具体例として負の福祉状態とその最小限化

究、探求、学芸員や飼育係の意見提供といった園館の文化から、動物園や

を評価するための枠組みがあり、図.7.1にあるように生理的「ストレス」

水族館をベースにした研究が起こりえます。適度な量の体系化された計画

とその結果に焦点をあてています。

づくりによって、このような取り組みは、学術的な事例研究の形をとるこ

委員会は、貴園館で提案された研究活動の相談にのっています
か？
研究プロジェクトの承認は、利害分析方法や研究手法の利用に

とができ、論文審査のある手ごろな学術誌に発表し、他の園館に同様の取

ます。

よる悪影響を最小化する方法に左右されますか？

り組みをしてその成果を報告する機会を提供することができます。

貴園館の研究パートナーは、研究期間中における動物福祉の適
結論

意思決定のスキーム

切な管理を確実にするために、支援が必要ですか？

動物園・水族館は、質の高い学術研究を動物福祉の低下をゼロか最小限

図.7.1. 動物園・水族館における「ストレス」

動物園環境の潜在的ストレス要因

研究の枠組み。「動物園環境の潜在的ストレ

住環境（生息地の質）の
複雑さと多様さの減少

ス要因」は、その影響が表に現れる刺激です

変調因子
種
個体群

が、動物園や水族館の環境に限ったことでは

気候変化

ありません。生命体には、「ストレス反応」

音

社会構造

があり、そのために、過去に環境のストレス

光

履歴

要因にさらされて自然淘汰がはたらき、進化

汚染

してきたのです。実験的証拠は、種に特有の

競争相手

「変調因子」が「ストレス反応」を修正する

捕食者

かもしれないことを示しています。「結果」

個体群密度

繁殖ステータス

は、エネルギー要求量の増加、および食物の

社会的不安定性

行動のとり方

消化吸収率、繁殖活動とその成功率、免疫能

不自然な群れ構成

力、生存率の低下などです（Hofer & East

攪乱

2012を改変）。

来園者との相互関係

季節性

性別
性格型
年齢

生 命 体

体調

社会経験

ストレス反応
発育反応
生理的反応
（エネルギーと物の
配分）
行動反応
（動き、仲間とのやり
とり）
ホルモン反応
（糖質コルチコイド、
カテコールアミン、
アンドロゲン）
免疫反応

結果

貴園館は、その研究に適用されるかもしれない関連法規に注意

に留めて行う、すばらしい機会を提供することができます。戦略的な取り

していますか？適切な認可を求めましたか？

組みに少々の努力を加えれば、科学の進歩に大きく貢献し、動物園・水族

エネルギー要求

館の知識、業績、さらには、科学に基づく動物福祉と保全の領域で信頼性

貴園館の職員は、研究の目的、研究者向けの動物福祉指針、期

食物の消化吸収率

を高めることができるのです。これには、しばしば学界との協力関係が必

待される研究成果を理解していますか？

生存

要になりますが、両方の利益のために積極的に運営していくことができる

繁殖成功

でしょう。

メモ:

繁殖抑圧
免疫能力

簡単な実験方法を組みこんだ観察研究は、科学的な研究を前進させ、動
物福祉を向上させることができます。最近の科学の進歩は、動物の健康を
極力、ないしは、全く害さずに診断することも含め、動物福祉を総合的に
評価できる、論理的枠組みと実用的な技術をもたらします。動物園・水族
館は、その気になれば、その業務と動物福祉に対して、根拠に基づく取り
組みを前進させる能力をもっているのです。

社会的安定性
社会的支援

監禁状態
輸送
ハンドリングと処置
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第８章：動物福祉におけるパートナーシップ
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てリスクがあるように思われますが、国際的に見ると、ほとんどの動物福
祉団体は、そのような関与を喜んで受入れ、そうした委員会の有用な存在

私たちのなすべきことは、
動物福祉を強調し、
動物の生活を
改善するため、
協力しあい前向きに努力することです。

となっています。
動物福祉団体に付託された権限と着目点は広く異なり、野生動物を人間
が飼育することに一貫して異議を申し立てるところもあれば、連携するこ
とを歓迎する、実用性、科学性を重んじる団体もあります。協力体制の開
放性は、参加者が情報に精通していることを確認する際に、さもなけれ
ば、起こるであろう対立的な誤解を未然に防ぐのに役立ちます。しかしな
がら、場所によっては、そのような団体の価値観が、建設的な協力関係を
拒む場合もあるので、慎重な検討が必要です。
同様に、動物福祉憲章の作成に動物福祉団体の参加を誘いかけるのは、

提言
高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

の動物園・水族館は、保全と動物福祉の目的をサポートするためのパート

両方の代表者の間に信頼関係を築くのに有用な仕組みです。これは、動物

ナーシップを発展させることを重要な役割として努力しているのです。

福祉を向上させるという点で好都合です。

は、会員組織に対して以下の事を求めます：
⒈動物福祉の専門知識において、広く認められた中心的存在となり、他の

能力と知識を拡大するための提携
動物福祉におけるパートナーシップは、いろいろな目的と機能をもつこ

施設の動物福祉を支援し助言しましょう。
⒉貴園館の動物管理および獣医を含む関連職員全員が密接に協力しあい、

とができます。大学との共同研究は、我々の動物福祉管理に対する理解と

動物の健康と福祉に関する専門性が常に更新されていることを確認しま

有効性に大きく貢献することができるでしょう。また、動物園や水族館の

しょう。

動物病院は、フィールドで活動する保全機関と連携して、自由生活をして

⒊大学や研究団体および他の動物施設と協力しあい、パートナーとなっ

いる野生生物の健康と福祉に焦点をあてることができます。そのようなパ
ートナーシップは、我々の知識を高める特殊なプロジェクトを増加させる

て、動物福祉の状況と動物の繊細さへの理解を深めましょう。
⒋動物福祉団体や外部の福祉専門家と連携し、動物倫理福祉委員会や同様
の団体の意見を聞き、貴園館の動物福祉を見直しましょう。
⒌飼育している動物に正の動物福祉をもたらすための指導を必要とする他

ることを意味します。これは、動物園・水族館で動物福祉を行う場合も同
じです。本戦略は、全体として動物園・水族館にいる動物の正しい飼育の
仕方に内在する複雑性と、種に特有のニーズを満たすために考慮しなけれ
ばならない多くの事がらを反映しています。広範囲にわたる情報が必要で

性が、一般市民を安心させる傾向にあり、それゆえに、動物園・水族館に

部からの構成員（職員ではなく）を含む動物倫理福祉委員会や同様の組織
を、動物園・水族館が立ち上げ、維持することによる利点です。動物福祉
団体からの代表者を交えるかどうかについては、そうした団体のメンバー
がこのような委員会の仕組みへ建設的に参加する用意があるかどうか、検
討することが必要です。
パートナーシップがうまくいくためには、動物園・水族館は、その運
営、特に動物福祉基準について高度の透明性が求められます。来園する一

協力して活動する同僚と効果的な関係を築くことは、動物福祉の長期に
わたる向上を促進し成就するために重要なことです。効果的で、良好なパ
ートナーシップを築くコツは、信頼、理解、そして明瞭かつ効果的なコミ
ュニケーションです。

般市民のみならず、政府や民間の動物福祉機関や動物愛護団体からの厳し
い監視が根強くあります。それらは、動物福祉に影響をあたえる可能性の
ある動物園・水族館の活動に強い興味をもつ観衆です。透明性は、彼らが
もっているかもしれない懸念をやわらげますし、さらに、動物倫理福祉委
員会と動物福祉憲章は、説明責任を果たすためのよい手段をあたえてくれ

互いに協力しあうことは、現代の動物園・水族館では、中核をなす活動

ます。

であり、必要条件です。世界動物園・水族館保全戦略（2005）は、ひとつ
の章をパートナーシップの概念に割いており、動物園・水族館は、技術と

動物福祉団体

国際的な動物福祉団体との協力

前進させるための貴重な協力関係を強固にする助けとなります。

を表す様々な行動についての知識を広げようとしています。
そのような分野の理解が前進することは、動物福祉の理念をより発展さ

事例研究 8.1：

物園や水族館に定期的に助けを求めます。このような働きかけは、物事を

ル、人材をつなぐことからは、ほど遠いですが、）その存在と運営の透明

あり、そのため、すべてのスキルを提供しあうパートナーシップを確立す
ることが有益なのです。

問題や基準以下の動物園や水族館について対処して欲しいと、信頼する動

種、脊椎動物のみならず無脊椎動物の痛みの感覚、知覚力とよい感情状態

進することになるでしょう。動物福祉という脈絡で特に重要なのは、外

どのような試みにおいても、パートナーシップとは、能力を共有し高め

を公然と主張することがありますが、これらの団体は、個々の野生動物の

そのようなパートナーシップの利点は、（ネットワークや努力、スキ

せ、飼育下の野生生物の福祉を保証するために必要な飼育規程の向上を促

はじめに

ぐこともしばしばあります。ある団体が、動物園・水族館に反対で、それ

ことを可能にしており、例えば、動物園・水族館に収容されている様々な

の動物施設とパートナーまたは「対」になりましょう。これは、職員の
交換、研修の機会、手法の交換、助成金によって可能となるでしょう。

よい動物福祉を構成するものは何かという点で、協力相手との間に意見
の相違が根強く残るかもしれませんが、共通の目的を認識することで和ら

世界動物保護協会（WSPA；2014年に世界動物保護と名称を変更）の
要請により、WSPAとWAZAの職員は、チームを組んで2004年にアジ
アにある3つのクマ公園を訪れました。そして、クマを飼育している3
つの公園のすべてで、飼育環境は、これらの種を所有する動物園に求め

執念深く敵対視し続けるグループには、あまり影響されないことが大切で

られる最低基準を大幅に下回っていることが分かりました。チームは、

す。

これらの公園のクマたちの飼育環境改善に向けて、具体的な提言を盛り
こんだ包括的なレポートを作成しました。2007年には、経過観察のた

動物愛護団体

めに再訪問しましたが、いくらか改善が見られたものの、クマの状況を

残念なことに、「動物の権利」の提唱者の多くが、自由と「解放」の考

大きく変えるには、長期にわたる外部からの監視が必要なのは明らかで

えを中心において活動しており、それを動物園・水族館の運営コンセプト

した。そこで、ワイルド・ウェルフェアが動物施設や国際的な動物福祉

に照らして反対しています。その結果、建設的な対話を可能にする妥協点

団体の支援を受けて再度公園を訪れ、改善に向けた次のステップの評価

がほとんどありません。根本的な考え方の衝突例に見るとおり、議論に参

を行っています。このプロジェクトは、国際的な動物福祉団体との協力

加しないことが、しばしば唯一の効果的戦略です。

関係の好例を示すもので、国際的な動物園・水族館業界における貧弱な

しかし、動物福祉団体の場合と同じように、動物愛護の世界にも運用価

動物福祉対策について判断し、評価するために、動物園・水族館の専門

値はかなりあるので、状況と関係者個人によっては、協定が成立するかも

知識が必要だったのです。

しれません。違いを認め、それを受け入れる分別ある対話によって、大い
に前進できるでしょう。
アジアのクマ公園
ヒグマ

動物園・水族館の同僚との活動
職業上の倫理行為として、正しい福祉の追求と適用は、我々動物園や水
族館の中だけで終わらすことはできません。外部の助けを必要としている
他の機関でも実施されるべきなのです。

族館に対する一般市民の見方に悪い影響をあたえます。現代の動物園・水

解説の専門性、法的および環境に対する倫理観、生物多様性に関する知識

現代の動物園・水族館は、地元や国際的な動物福祉団体とのつきあいを

最近の調査で、野生生物種を飼育し、公開している世界中の施設（ある

族館は、こうした動物飼育施設の改善を支援するよう、強く求められてい

をもっているので、互いに協力しあい、助けあうべきであると力説してい

事前に開始したり、彼らと良好な関係を積極的に築いたりすることが有利

いは、動物園・水族館）の8割が、認証評価を受けた動物福祉基準なしで運

ます。なぜならば、動物園や水族館の人間は、どこで働いていようとも、

ます。世界動物園水族館保全戦略は、主に生物多様性の保全に焦点をあて

にはたらきます（事例研究8.1参照）。地元の動物福祉団体のメンバーを動

営されていることが分かりました。これらの施設の多くは、大変ひどい状

他の動物園や水族館の人の話をより真剣に聞く傾向があり、改善に必要な

ていますが、高い水準の動物福祉を果たすことにも役立っています。現代

物倫理福祉委員会に加えるという考えは、動物園・水族館の管理者にとっ

況で、動物福祉は、深刻な問題です。こうした状況は、全ての動物園・水

行動を起こすからです。
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生

生

そのような状況に対処するとき、貧しい動物福祉と取り組む意思決定を

実用的、財政的および市場的展望からは、職員の交換やトレーニングな

誰が行うのか判断することが重要です。誰が実際に責任を負っているの

ど単純な方法により、困っている動物園や水族館を支援することで、即効

か？それは、動物園や水族館内部の問題ではなく、様々な要因がからんで

性の目に見える効果が比較的簡単に得られます。職員の交換には、大きな

貴園館のすべての協力相手は、動物福祉の高い基準を促進させ

いることも多々あります。しばしば地元の行政がからんでおり、動物福祉

利点があります。支援を必要とする動物園・水族館の多くは、野生由来の

の管理が貧しいのは、他の要因による結果かもしれません。

動物の取引に関わっているかもしれないので、そうした動物施設を支援

る支援をしていますか？

支援方法としては、現代の動物園や水族館（あるいは動物園水族館協
会）が、支援を必要とする施設と「結合する」協力関係があげられます。
同様に、動物福祉機関との協力関係は、そうした機関が所有する様々なス
キルや人材、ネットワークをもたらすので、健全な見通しが得られます
（事例研究8.2参照 ）。

し、そのような取引の中止を手伝うことは、付加的な保全価値があるでし
ょう。この分野での詳細な指針は、WAZA倫理福祉要綱を参照してくださ
い（別表資料参照）。
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貴園館は、動物福祉団体と効果的に仕事をしていますか？さら
に効果的に仕事をする方法はありますか？
貴園館は、動物福祉基準を向上させるための支援を必要とす
る、他園館の同僚と一緒に活動する機会がありますか？

結論
なくてはならない動物福祉の高い基準を全世界で達成するためには、動
物園・水族館が同僚との効果的な意思疎通を促進することによって、また
積極的な協力関係を築き、育み、維持していくことによって、動物福祉に
対する責任を受け入れることが必要不可欠であり、同時に、飼育下の野生
動物の生活を向上させる努力を公開することです。
重要なことに、支援を必要とする動物園・水族館は、総体的な知識と技
術の共有と有効利用を促進する良好な協力関係を築くことで利益を得られ

獣医、研究者、学芸員、飼育係など貴園館の専門職員は、外部
組織の人々に、動物の健康や福祉について助言をしています
か？
貴園館を動物福祉の高い水準を支える機関として、宣伝してい
ますか？
貴園館の動物福祉への取り組みについて、社会の認識度を測定
していますか？

ます。そうした支援は、最終的に動物福祉と運営基準の向上を助け、組織
の動物福祉に対する態度が長期的変化をとげるのをうながすでしょう。

メモ:

その上、協力関係は同僚を支援し、福祉を向上させることで個々の動物
の生活に利益となるばかりでなく、ともに活動し、知識を共有し資源を出
しあいながら、動物福祉の課題の実用的な解決法を見出すことに努めるこ
とで、こうした協力関係は、動物園・水族館業界の動物福祉の重要性と福
祉への献身を際立たせ、一般市民の見方に良い影響をあたえることができ
るのです。

事例研究 8.2：

行動における協力関係の例
長期の市民戦争と2001年のカブール奪還後、カブール動物園は、著し
く荒廃しました。ノース・カロライナ動物園は、その建て直しを支援す
るため、50万USドルを6000件の寄付によって集めましたが、その多く
は、民間からでした。第一段階の緊急局面は、最初の数週間に動物への
食料、水、暖房を供給することで、このような緊急時にすぐ行動がとれ
るよう、すでにチームができていた世界動物保護協会（WSPA；2014
年に「世界動物保護」と名称を変更）の職員が引き受けました。次の安
定局面では、ノース・カロライナ動物園が募集した世界中の動物園・水
族館関係の職員が担当しました。最後のトレーニングと能力開発の局面
では、主にインドの動物園によって遂行されました。その他の動物園・
水族館の人材、特に野生生物保全協会の職員は、ヨーロッパやその他の
連盟からの追加寄付金とともにその後、さらなる支援を行っています。

カブール動物園、アフガニスタン

ヒュ－ストン動物園、テキサス、アメリカと杭州動物園、杭州、中国

動物舎

ヒュ－ストン動物園の職員が杭州動物園の職員に、環境エンリッチメントのためのポリ塩化ビニールの使い方を教え
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第９章：来園者の関与と参加体験

私たちのなすべきことは、
来園者を野生生物保全に
関与させると同時に、
来園者の参加体験において
福祉を守り、
向上させることです。
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多くの動物園・水族館、そしてヨーロッパ動物園水族館協会（EAZA）

それらが動物にあたえる影響についての我々の知識は、今もなお、非常に

が、参加体験や実演に動物を使う際のガイドラインを作成しています。こ

限られています（事例研究9.2参照）。今日まで、研究は霊長類と食肉類

れらは、参加体験やショーの検討、ないしは、企画している個々の動物園

で重点的に行われており、参加体験というよりは、むしろ人間の存在があ

にとって、役に立つガイドラインです。

たえる影響に重点がおかれてきました。いくつかの研究は、来園者の毎日
の到着が、動物を動揺させ、悩みの種になりうると指摘しています。これ

来園者による参加体験は、動物福祉にどんな影響力をもつのか？
参加体験の特質は、分類群が関わる以上、幅広く変化に富んでいます。

は、不安に関連する行動や群れ内での攻撃性の増加、群れの他個体に対す
る社会行動の減少として現れるかもしれません。また、来園者への威嚇行
動や、糞、尿、唾液中のコルチコステロイドの値が上昇し、ストレスを受
けていることが示唆されるかもしれません。
また、来園者が現れてもはっきりしたストレスの兆候を示さない動物も
いるでしょう。どうやら個々の動物の反応は、過去の体験や展示設計の違
い、環境エンリッチメントや飼育係との関係などの理由で異なるようで

あらゆる参加体験は、ふれあいの頻度、持続時間、時間帯なども含め、

提言
高い水準の動物福祉を実現するために、世界動物園水族館動物福祉戦略

す。同様に、生まれつきストレスを表に出さない、あるいはストレス反応

実際の物理的な接触が必要なのかどうかにも注目して、継続した福祉評価

は、会員組織に対して以下の事を求めます：

とモニタリングを行う必要があります。その場合は、参加者数や特徴につ

⒈福祉がそこなわれるようなときは、参加体験に動物を使うのはやめまし

いても記録をし、参加体験がどのように行われたかを評価し、動物福祉へ

からくる行動を人間が誤って解釈しているかもしれない動物もいるでしょ
う。ストレスを最小限にするためには、動物を一般の視線から退避させる
ような対策をとらなければなりません。また、窓のスクリーンや、小さな

の影響を評価しなければなりません。

ょう。
⒉参加体験に使われた個々の動物すべてについて、動物福祉の詳細な評価
を行い、継続してモニタリングを行いましょう。苦痛を示す行動やその
他の指標の値が増加する場合は、動物をそのような活動から外しましょ
う。
⒊すべての参加体験と関連するプレゼンテーションの意図に付随するメッ
セージは、保全に対する理解を高め、保全成果を達成するものであるこ
とを確認しましょう。
⒋動物が不自然な行動をするようなショーや展示、参加体験を企画した

のぞき窓つきの頑丈な衝立などの、物理的ないしは心理学的なバリアをあ
たえるべきでしょう。

このような動物に焦点をあてた評価方法では、特に参加体験に使われた
個体と、同じ園館の他の個体との比較で、違いがあるならば、収容場所や

多くの動物園がヒツジやヤギ、ブタのような家畜動物をふれあい体験に

飼育方法の違いを慎重に評価する必要があります。ある社会群のメンバー

用いており、これらの動物のほとんどは、悪影響を受けていません。しか

が、参加体験のために定期的に送り出される場合は、群れの他のメンバー

しながら、ふれあい動物園やふれあい広場の動物の中には、来園者に対し

への影響や、同居している仲間への影響も評価しなければなりません。ま

て好ましくない行動をとるものもおり、そうした動物は、単にひっこめ

た、参加体験に使われた動物は、同じ園館にいる、使われなかった他の動

るだけで問題は解決します。「昔ながらの展示施設」にいる動物と同様、

物と正の福祉成果を得る機会が同じだけあるべきです。

「ふれあいコーナー」にいる動物も、人間との接触から身をひく（退避す
る）ことが可能であるべきですが、その場合でも、エサや水、休息場所や

可能であれば、動物園・水族館は、来園者に動物と自然界に対して理解

り、寄与したり、参加するのはやめましょう。種の保全が最も重要なメ

快適な温度などが得られなければなりません。

と敬意をもってもらえるよう、動物福祉と管理に向けたプロセスを説明す

ッセージであり、目的でなければなりません。
⒌貴園館のすべての動物が丁寧にあつかわれるよう、作業工程を定めてく
ださい。これには、動物をどう描写し、解説するべきかということも含

るべきです（事例研究9.1参照）。これは、話しかけ、動物福祉憲章、サイ

まれます。
⒍話やサイン、解説を通して、貴園館の動物福祉がどのようにして改善さ
れたかを説明しましょう。
⒎参加体験の展開を検討する際は、環境教育の効果を評価する根拠となる
知識と専門技術をもつ組織と連絡をとり、利用しましょう。

来園者が展示空間に入る状況、例えば、動物の園館内移動、バードショ

ンや環境教育プログラムを通して行えるでしょう。

ー、大型ネコ類との参加体験型ショー、来園者によるエサやりなどにおい
ては、福祉への影響はよいのか、悪いのか、どちらでもないのか不明で

増加しつつある、動物園・水族館による参加体験の利用は、人間と動物
の間の距離が縮まり、「実際にふれる」可能性のあることは、環境教育の

事例研究 9.1：

範囲やインパクトと、保全へ関与する行動を増加させるという期待感によ

常同行動と来園者の体験

るところが大いにあります。しかし、この意見についての研究は、まだ、

最近の調査で、来園者は、動物が種にふさわしい行動をしているのを見

はっきりした結果を出していません。

ることに関心があるという証拠が見つかっています。具体的には、トラ

それにも関わらず、なお多くの動物園・水族館が、「つながり、理解

はじめに
動物園・水族館は、近年、人間と動物の間の総体的な親近感を利用し

し、行動する」という直感的に魅力的であると感じる原理を採用している

て、来園者を野生生物の保全のために行動を起こすよううながす、参加体

ので、環境教育への様々な取り組みを厳密に評価し、こうしたプログラム

験の急成長を見てきました。来園者に動物園・水族館の動物をただ見せる

における動物福祉を注意深く検討する機会も増加することでしょう。重要

だけの、過去には当たり前だった展示から、人間と動物をもっと近づける

なのは、いくつかの参加体験に不快感やストレスを覚える動物もいるとい

現在の試みへの進歩は、来園者をより効果的にひきつけ、それによって動

う証拠があることです。こうした体験の影響を直接評価する研究がより一

物や野生生物保全について啓発する機会が増すという理由から、トレンド

層求められ、参加体験を提供する動物園・水族館には、それを確実に遂行

になっています。

する責任があります。

ビデオクリップを見せられた来園者は、同じ長さのビデオで、トラが休
息しているのを見せられた人より、動物が低いレベルの世話を受けてい
ると考えてしまうと報告されています。その上、うろうろしているトラ
のビデオを見た来園者は、来園や寄付を通して動物園を支援してくれそ
うではありませんでした。動物福祉および来園者に保全活動の支援をう
ながすことの重要性を考慮すると、動物園・水族館にとってそのような
行動をなくすか、減少させることに重点をおくのは、重要なことです。

動物を参加体験やショーに使う施設は、そのような体験が各個体の福祉

これは、動物福祉の向上に加えて、来園者に前向きな体験を確保するこ

れていく場合は、最小の人数に制限するかもしれません。来園者を展示室

状態にあたえる影響とリスクを常に評価し、福祉への影響を注意深くモニ

とで、その経験が保全を支持する行動に転換するかもしれないのです。

内に連れて行ったり、動物と人間がふれあったりする状況もあります。

タリングするべきです。動物福祉への配慮は、常に優先事項です。
ビクトリア動物園、オーストラリア
トラ

物

福

祉

戦

略

|

世

界

動

物

園

水

族

館

協

会

72

モニタリングし、動物福祉が損なわれるような兆候があれば、動物をひっ
こめることが重要です。また、動物の選抜は、イベントへの適合性をその
生態や、個々の動物に精通している経験豊かな職員が評価した個性を基に
慎重に行うべきです。

（Panthera tigris）がうろうろと行ったり来たりしている5秒間の短い

参加体験は、施設によって異なります。来園者を展示の裏スペースに連

動

す。この不明さゆえに、動物園・水族館はそのようなイベントを注意深く

動物とふれあう場合は、動物がいつでも好きな時にそこから離れられる
ような環境下で行われるべきです。個々の動物のニーズをよく理解してい
る経験を積んだ飼育係が、すべてのプログラムの責任をとるべきであり、
すべてのふれあいがそうであるように、前向きで刺激に富んだ環境をつく
り出すためには、観客の前でも、展示のバックヤードにおいても、正の強
化トレーニングを利用するべきでしょう。
動物園・水族館における来園者と動物の密接なふれあいは、両方に感染
症を含め、健康上のリスクをもたらしかねません。そうしたリスクを減ら
すために、手を消毒する場所や動物がいる区域といない区域の間に移行区
域を設けることが重要です。けがのリスクも適切に管理されなければなり
ません。イベントに特化した衛生と安全の基準をつくり、適用することが
不可欠です。

73
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事例研究 9.2：

ゴリラに対する来園者の影響

貴園館の参加体験が、それに使われる動物種にとってふさわしい

おそらく、来園者がどのように動物に影響をあたえるかを説明する最も有望

かどうか、評価したことがありますか？その評価にどんな基準を

な方法は、同じ種のそれぞれの個体の反応を様々な収容施設や飼育条件下で

用いましたか？

比較することでしょう。例えば、ゴリラ（Gorilla gorilla）は、現在多くの

貴園館では、新しい参加体験を導入する前に動物福祉の基準に適

動物園で研究されています。これらの動物園のうち、6園では、ゴリラは否
定的な反応（例.

物

より攻撃的になる、好ましくない行動をとる、じろじろ見

る）を示しましたが、2園では、やや肯定的な反応（好ましくない行動は少
ない、または来園者に近づこうとする）を示し、その他の園では明らかな影

合していることを確かめるための評価手順が整っていますか？
その評価手順は、種についての知見と最新の研究に基づいていま
すか？

響は示されませんでした。これをどう解釈したらよいでしょうか？収容施設

人畜共通および空気感染性疾病の可能性も含め、安全性と衛生に

や飼育条件、過去の経験および個体の性格の違いは重要であるようです。ま

関する事がらに対処していますか（例えば、霊長類において）？

た、来園者の影響に対してどんな対策がとれるでしょう？例えば、ベルファ
スト動物園の視覚障壁は、ゴリラの攻撃性および常同性の行動を減らしまし
た。ある動物園では、職員がゴリラたちと過ごす時間を増やすと、攻撃性が
減り、来園者に対する反応が少なくなりましたが、別の動物園では、攻撃性

動物を使用している全期間に動物福祉問題が起きないようにする
ための、継続している検討課題はありますか？
規則的に使用している動物の健康は、モニタリングされています

が増えました。ゴリラやその他多くの種での個体差は、こうした来園者の影

か？

響のパターンを理解する上で重要なようです。

貴園館の職員は、使用している動物の健康や態度の変化を見抜く
スキルがありますか？

ヒューストン動物園、テキサス、アメリカ

参加体験から外された動物には、何が起きるでしょうか？その動

ニシローランドゴリラ

えば、人間への刷り込みが動物に悪影響をあたえる場合があることは、よ

参加体験があたえる影響のモニタリング
参加体験を行うか否かは、動物園・水族館が、個々の動物にとっての状
況、および正の動物福祉状態を促進するような状況を作る必要性について

く知られています。したがって、刷り込みを受けやすい種は、参加体験の
目的で人工保育をするべきではありません。

の根拠に基づいて、判断するべきです。

物たちに質の高いケアをし続けることができますか？
貴園館における動物を使った催しや体験は、保全のメッセージが
こめられ、教育的で科学的根拠に基づいた情報がもりこまれ、動
物への敬意が表れていますか？

最後に、参加体験は動物の生態と行動レパートリーにあわせるべきで、

参加体験において、一般と職員とでは、違いがあります。前者は、常に

動物にイベントの一端を担わせるために動物園や水族館の職員が大きな努

注意深く評価するべきですが（後述）、後者は、適切に行えば、正の福祉

力を求められてはならず、動物に対する私たちの敬意を来園者に再現して

を促進する刺激に満ちた正の強化トレーニングプログラムの一部になりえ

みせるべきもので、現代の動物園・水族館の目的に沿った、保全の重要な

ます。双方向体験のような活動の正当性を考察する際は、両者を分けて検

メッセージがなければなりません。

メモ:

討しなければなりません。
リスクをともなうことと、この分野の研究が不足しているため、動物倫
理福祉委員会や同等の組織が、参加体験の適切性を評価することを推奨し
ます。地域によっては、そのような委員会を設立する法的義務があり、そ
の構成員には、有資格の専門家、業界メンバー、保全と福祉を提唱する外
部のNGOが含まれます。

結論
多くの動物園・水族館が、様々な保全、研究、教育目標に役立てるため
に参加体験を利用しています。こうした参加体験が、確実に、よい動物福
祉を最優先した方法で提供されるようにするには、根拠に基づいた実際の
動物管理が必要であり、系統立てた客観性のある研究に裏付けられていな
ければなりません。

すべての参加体験をモニタリングすることは、それらの影響についての
我々の知識を高め、高度な動物福祉を確保するために不可欠です。これに
は、動物福祉学の十分な知識が必要です。したがって、動物の継続的なモ
ニタリングとあわせて、組織のあらゆるレベルの職員に対する研修が強く
推奨されています。

参加体験は、動物にとって負担とならずに、安全かつストレスを受けな
いものであるべきです。参加体験に関わるすべての動物たちのモニタリン
グは、継続して専門的な観点で行わなければなりません。動物福祉へのリ
スクは、参加体験が適切であるか注意深く検討することにより、もし適切
ならば、動物の特定なニーズにあわせることにより、最小限に抑えるべき

いくつかの動物園・水族館において、実際の動物管理が他の動物とは全

です。

く異なる場合、それらの動物の行動や福祉に予期せぬ影響が長期にわたっ
てあたえられていないか、注意深くモニタリングする必要があります。例
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用語解説

AZA
動物園水族館協会
http://www.aza.org

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。

CPM
WAZA個体群管理委員会
http://www.waza.org/en/site/about-waza/council-and-committees/committee-for-population-management
EAZA
ヨーロッパ動物園水族館協会
http://www.eaza.net
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
http://www.isis.org

許容範囲
本書の文脈の範囲でのみ通用する国際規範の観点でいう許容範囲。
適切な
意図する目的に対し十分かつ適正なこと。結果はマイナスではなくプラス
となるべきである。
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。
動物福祉の損失
福祉が全体的に悪い状態、あるいは、福祉のある一部が悪い時。

IUCN
国際自然保護連合
http://www.iucn.org

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。

OIE
国際獣疫事務局
http://www.oie.int

行動エンリッチメント
飼育下の動物の行動レパートリーを福祉の向上のために管理し、増加させ
る様々な方法。

WAZA
世界動物園水族館協会
http://www.waza.org

飼育下
（動物的観点から）
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。

ZAA
オーストラレーシア動物園水族館協会
http://www.zooaquarium.org.au

収集計画
保全および教育的価値、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、
組織の資源および限界を考慮に入れながら行う。

ZIMS
動物情報管理システム
http://zims.isis.org

資格を有する
指定された任務を効果的にこなす能力。
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）。
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生

生

物

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。
エンリッチメント
豊かにする行為、ないしは豊かになった状態。
環境エンリッチメント
飼育下にいる動物の正の福祉状態を促進するために行われる、環境のデザ
インと管理。
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。
正当と認められる
説得力のある論拠で支持できる。
管理責任者
施設において日々の管理運営の責任をになう上級職員。
現代の動物園や水族館
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。
自然行動
種に特有な生存価値を表し、その種が進化してきた生態的地位を反映す
る、個体の行動ないしは様々な行動のレパートリー。
正常行動
自由生活をしている同種の動物が示すのと同じ頻度、長さ、強さで起きる
行動。
サンクチュアリ
個々の動物を現場で、長期に、または生涯にわたって、飼育する常設施
設。サンクチュアリは、虐待またはけがに苦しんでいた、ないしは放置さ
れた動物が救い出された後、適切な世話を得られる施設である。

へ

の

配

慮

職員の参加体験
資格のある職員のみが、飼育している野生生物、または家畜と密接に（か
ならずしも直接さわれるとは限らないが通常）ふれあうことを可能にす
る、あらかじめ予定された活動。
苦痛
ある動物の福祉状態に否定的にはたらく有害な精神状態で、極度の渇き、
空腹、痛み、不安、恐怖、孤独、憂うつ、退屈などの体験をともなう。
獣医
施設がある国によって承認された立法機関に、獣医として合法的に登録さ
れている人。
来園者の参加体験
一般の来園者が、動物園または水族館で飼育されている野生生物、または
家畜と密接に（かならずしも直接さわれるとは限らないが通常）ふれあう
ことを可能にする、あらかじめ予定された活動。
健康で幸福な状態
動物の身体的機能と精神的機能の間で調和がとれている状態のことで、よ
い福祉状態と同義。
生涯にわたる飼育
知識に富み、熟練した動物園・水族館のゆきとどいた管理によって、容認
できる生活の質をその個体の生涯に渡って保証することを目的とした動物
の飼育。
野生生物
（広く理解されているように）家畜化されておらず、野生の形質を残して
いる動物種。
野生生物の商取引業
野生由来または飼育下で繁殖した野生生物種を、生きたまま売却したり、
商品性のある生物由来の産物を収穫するために生かしておいたり、死後な
いしは屠殺した後にその体の一部を売却するために飼っている商業施設ま
たは業態。
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。

知覚力
痛みや喜びのような主観的経験と感情を自覚し、認める能力。自覚してい
る意識と苦痛を耐え忍ぶ能力をともなう。

83

野

表 | WAZA倫理・動物福祉要綱

別

前文

⒉ 動物園・水族館の動物の使用

動物園と水族館の存続は、我々の仕事が飼育している動物の尊厳、来園
者および世界の動物園・水族館で働く人たちへの敬意に基づいているとい

「野生」動物を展示に使う場合、これらの展示は：
・保全の正しいメッセージが伝えられ、あるいはその他の教育的価値があ

う認識にかかっている。世界動物園水族館保全戦略を受け入れるというこ
とは、必然的にWAZAに関与するということである。

り、

生

生

物

⒍ 避妊

・動物をいやしめたり軽視したりしていないこと。

が、WAZAは、我々の職業を遂行する規範の礎となる倫理慣習をつくり上
げることに努力するつもりである。

もし動物福祉がそこなわれている兆候が見られたら、展示は終わらせる
べきである。

WAZA全会員のためのガイダンスにおける基本原理：
・種の保全と生存を達成するために支援することは、この職業につくすべ
ての人の目標でなければならない。個々の動物に関するいかなる行為
いてなされるべきだが、個々の動物の福祉がそこなわれてはならない。
・野生生物保全、生物多様性、動物福祉への関心を、同僚や社会全体に広
めること。
・地球上の生物多様性の維持を支援するために、野生生物機関、保全組
織、研究施設を含む、保全に関わる広範囲な団体と協力すること。
・動物福祉基準の向上と我々が飼育する全動物の福祉を保証するために、
政府や適切な組織と協力すること。
・研究を促進し、適切な出版物やフォーラムで成果や結果の普及を進める
こと。
・動物園・水族館の一般向け啓発プログラムや文化的娯楽活動を促進する
こと。
・WAZAが作成した専門的ガイドラインをすべて達成するために邁進する
こと。

た場合、動物に苦痛がなく迅速に死をもたらす方法で行われるよう配慮す

物に対しての虐待や残酷な仕打ちをも、拒絶・糾弾し、また外部の野生動

ること。安楽死は、地元の文化や法規にしたがって行われる場合もある

物の福祉問題について、その組織のメンバーに向けた意見をもつべきであ
る。

保全のために生体資料を保存しなければならない。

すべての展示は、動物が自然な行動をできる大きさと容量をもたなけれ
ばならない。放飼場には、行動エンリッチメントを可能にする十分な材料
があり、動物が自然な行動を発揮することが可能でなければならない。動
物には、退避する場所があり、必要な場合は、動物を隔離できる離れた場
所（例えば、産室など）があるべきである。動物はいかなるときも、適切

・専門的な情報や助言の普及においては、会員を公平にあつかうこと。

に収容されている動物のために考案されているが、WAZAは、いかなる動

ムがそろっているべきである。

⒊ 展示基準

な飼育基準にしたがい、彼らの幸福に害をなす状況から守られていなけれ
ばならない。
⒋ 動物の入手
すべての会員は、動物の供給源が飼育下で生まれた個体に限られるよう

の法規を遵守していなければならない。

目的で断翼することは、他に可能な拘束方法がない場合に限って行い、動

WAZAは以下の事に反対する：

物に個体識別のためにマーキングする場合は、専門家の監督の下に、苦痛

木材。
すべての動物園・水族館は、所有する動物に関する適切な調査研究やそ

子および精子の凍結保存などがある。このような研究を引き受ける各動物

は提供すること。すなわち、閉鎖空間で動物を撃つ、あるいは半鎮静

園や水族館は、適切な構成の調査研究委員会を設け、研究におけるすべて

化、または拘束された動物を撃つこと。

の手順は、適切な構成の倫理委員会の承認を得なければならない。

礎的生物学研究のために、時々、生息地から動物を入手する正当な必要性

は、ほとんどの場合、妥当である。

WAZAの会員は、飼育下の全動物が必ず最大限の配慮をもってとりあつ
かわれ、動物たちの福祉がいかなる時も最優先されるようにしなければな
らない。いかなる時も、法令で定められた動物福祉規程は、最低限の基準
とみなすべきである。適切な動物飼育規範が整っており、妥当な獣医学的
治療が可能でなければならない。妥当な生活の質が得られなくなった動物
は、苦しませることなく迅速に安楽死させるべきである。
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ち、WAZAの会員に求められている飼育と福祉の高い基準を維持できる経
験を積んだ職員がいることを確かめておかなければならない。輸送される
動物には、交渉のはじめに明らかになった、健康、エサ、繁殖、および遺
伝学的状態、行動特性に関する詳細が記された適切な記録がともなってい

引き受けようとする調査研究の妥当性を判断するときは、個々の動物の
幸福および種と生物多様性の保全が最重要であり、最初に思い浮かべるべ

・動物を不適切な状況で飼育ないしは輸送すること。例えば、熊胆採
取、踊るクマの見世物、移動動物園あるいはサーカスや見世物のため
に、クマを監禁状態で飼うこと。
WAZAおよびその会員は、基準に達していない動物園・水族館を改善
し、適切な基準達成をうながすために全力で努めなければならない。改善
のための財政支援や意思がないことが明白な場合、WAZAはそのような動
物園・水族館の閉鎖を支持する。

きである。
10. 野生復帰プログラム
すべての野生復帰プログラムは、国際自然保護連合種保存委員会（IUCN
SSC）再導入専門家グループが出している再導入のためのガイドラインに

この文書は、1999年の倫理要綱および2002年の動物福祉要綱に基づい

沿って、行わなければならない。

て作成された。そして、2003年11月19日にコスタリカのサンジョゼで

なければならない。これらの記録は、受け入れる側の施設にとって、今後

復帰するにあたっての身体的適応性と、復帰後の福祉がある程度守られ

の動物管理における適切な意思決定を可能にする。動物輸送は、特定の種

るかどうかを評価する、徹底的な獣医学検査を受けるまでは、野生復帰プ

に適用される国際基準および法規にあわせなければならない。必要に応じ

ログラムを進めるべきではない。復帰後は、徹底的なモニタリングプログ

て、資格をもった職員が動物に付き添うべきである。

ラムを確立し、維持しなければならない。
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うな収集や確保。
・動物を「あらかじめ準備された狩猟」のために使用すること、あるい

を行う際に、たまたま組織を採取したり、死体から資料を収集すること

会員は、動物を受け取る施設が動物を収容するための適切な設備をも

・動物展示のための、特に水族館において、高い死亡率が予測されるよ

栄養、動物飼育管理、獣医学的手法と技術、繁殖補助、生物学的保全と卵

取る場合も含まれる。保全繁殖プログラム、教育プログラム、あるいは基

ひとつである。

・動物を野生から残酷かつ無差別な方法で得ること。

る。適切な調査研究分野には、展示設計、観察、福祉、行動、管理実務、

動物園または水族館の動物には行わない。しかしながら、日常の業務手順

⒌ 動物の輸送

・野生動物と野生動物製品の違法取引。

の他の学術活動に積極的に関わり、その結果を同僚と共有するべきであ

バイスを得るべきである。これは強制的な移動やレスキューの結果、受け

限り高い水準に達するよう訓練することは、この目標を確実にする方法の

手すること。例えば、野生動物の肉、サンゴ、毛皮や皮革、伝統薬、

⒐ 動物園・水族館の動物を用いた研究

こと。

響をおよぼさないと確信できなければならない。

・違法かつ持続不可能な方法で、野生から動物やその他の自然資源を入

を最小限に留める方法で行うこと。

医学研究における支援を目的に計画された動物に負担をかける手順は、

も促進することが、全ての会員に義務としてかかっている。職員を可能な

・野生動物と動物製品のいかなる国際取引も、CITESおよび関係する国

徴を変えるために切断することは容認できない。鳥の翼を教育または管理

ベストであろう。動物を入手する前に、適切な種コーディネーターのアド

方、動物福祉の最も高い基準を全うし、これらの基準を他の施設において

ればならない。

いかなる動物に対しても、外見を飾る目的で、あるいは動物の身体的特

し、下記を含むすべての分野での業務遂行に最も高い水準をめざして励む

があることは認められている。その場合は、会員が野生の個体群には悪影

・野生地から動物やその他の自然資源を入手するときは、持続可能で、

8. 切断

努めなければならず、それは、動物園同士の直接的なやりとりで行うのが

WAZAの運営する組織内には、文化と慣習の差異があることを認める一

WAZAは、以下の事を要望する：
国の法規と国際法を遵守し、IUCNの政策と一致した方法で行わなけ

会員はいかなる時も、地域・国家の法律および国際法にしたがって行動

⒈ 動物福祉

この実務要綱は、動物園、水族館、野生生物公園、サンクチュアリなど

あらゆる選択肢を調査して、安楽死させることが必要との決定が下され

場合に実施されるべきである。可能な場合は、剖検を行い、研究と遺伝子

そこなわれるべきではない。

実施しない正当な理由がない限り、飼育下または野生復帰プログラムの
期間中に死亡した個体は、剖検を行い、死因を解明しなければならない。

⒎ 安楽死

が、動物を生かしておくことが生活の適切な質をもたらさない状況にある

が、ふれあい動物園などにいる家畜（ヒツジ、ヤギ、ウマなど）の福祉も

慮

12. 外部の動物福祉問題

展示に使わないとき、「立ち入り禁止」区域には、動物が自然な行動が

この要綱は、動物園・水族館にいる「野生」動物に重点をおいている

配

学的避妊の双方で考えられる副作用を検討しなければならない。

できる十分な空間があり、行動のエンリッチメントのための適切なアイテ

（例.安楽死または避妊など）も、種の生存というこの高い理想を念頭にお

の

11. 飼育下の動物の死

個体群管理上の理由から必要である場合、避妊が行われる。避妊を行う
という最終決定を出す前に、行動への悪影響だけでなく、外科的避妊と化

・自然な行動に焦点が当てられ、

各地域には、独自の倫理要綱や動物福祉要綱があることを認識している

へ

開催された第58回年次総会の非公開運営審議会において採択された。
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写真提供
Pages 2-3, ヒョウ
© Nicole Gusset-Burgener

Page 35, コロブス
© Philadelphia Zoo, PA, USA

Page 60, ギニアヒヒ
© Yorkshire Wildlife Park, UK

Page 9, アシカ
© Smithsonian’s National Zoological Park, DC, USA

Page 36, フェネック
© Brookfield Zoo, IL, USA

Page 61, カバ
© Tiago Nabiço

Page 13, テキサスソウゲンライチョウ
© Joel Sartore

Pages 38-39, トロピカル・エクスペリエンス・ワールド・ゴンドワナランド
© Leipzig Zoo, Germany

Pages 64-65, タンチョウヅル
© Harry-Eggens

Page 14, カイマン
© Peter Riger, Houston Zoo, TX, USA

Page 41, ニシローランドゴリラ
© Dublin Zoo, Ireland

Page 67, アジアのクマ公園
© David Jones

Page 15, オランウータンとヒトの手
© Perth Zoo, Australia

Page 42, ボリビアリスザル
© Apenheul Primate Park, The Netherlands

Page 68, カブール動物園、アフガニスタン
© Brendan Whittington-Jones

Pages 16-17, ブチハイエナ
© Ralf Hausmann

Page 43, オセロット
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 68, 環境エンリッチメント
© Kevin Hodge & Tarah Jacobs, Houston Zoo, TX, USA

Page 19, アジアゾウ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Pages 44-45, ジャイアントパンダ
© Gerald Dick, WAZA, Switzerland

Page 69, ヒクイドリ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 21, レッサーパンダ
© Perth Zoo, Australia

Page 47, ミミナガバンディクート
© Perth Zoo, Australia

Pages 70-71, ハリモグラ
© Perth Zoo, Australia

Page 22, オランウータン
© Perth Zoo, Australia

Page 48, ソマリノロバ
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Page 73, トラ
© Zoos Victoria, Australia

Page 23, Boa constrictor
© amattel

Page 49, マレーグマ
© Perth Zoo, Australia

Page 74, ニシローランドゴリラ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Pages 24-25, ホッキョクグマ
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Page 49, ピグミーマーモセット
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 75, グラントシマウマ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 27, トラ
© Disney’s Animal Kingdom, FL, USA

Page 50, ラスティーローバーフロッグ
© Bill Konstant

Page 81, プエルトリコトサカガエル
© Mark Beshel, Jacksonville Zoo and Gardens, FL, USA

Page 27, ヒグマ
© San Diego Zoo, CA, USA

Page 51, カナダヤマアラシ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 87, オカピ
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Page 28, ワウワウ
© Perth Zoo, Australia

Pages 52-53, シロサイ
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Page 29, ミナミアフリカオットセイ
© uShaka Sea World Durban, South Africa

Page 55, マングースキツネザル
© Rick Barongi, Houston, TX, USA

Page 30, ペンギン
© Shedd Aquarium, IL, USA

Page 55, アカオオカミ
© WildSides.org

Page 31, チリフラミンゴ
© Houston Zoo, TX, USA

Page 57, アトラスオオカブトムシ
© Hannover Zoo, Germany

Pages 32-33, コモドドラゴン
© Stephanie Adams, Houston Zoo, TX, USA

Pages 58-59, アムールヒョウ
© Robert Liebecke, Leipzig Zoo, Germany
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On nature’s trail.

