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ご寄付のお願い
殺処分ゼロを目指し、全国に動物保護施設を作ろう！
日本動物保護センターは、日本国内における動物保護及び盲導犬に関する情報提
供等の事業を行い、社会における動物保護や盲導犬への理解と普及に寄与するこ
とを目的とする全国動物愛護団体です。当法人の活動は当法人会員の皆さまから

◎情報満載！今月のもくじ◎

の賛助会費、そして一般の個人や法人の皆さまからの貴重なご寄付で成り立って

書籍のお知らせ
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おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。

寄付のお願い
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振込先

ジャパンネット銀行

普通預金

ビジネス営業部支店（店番：

）

動物保護関連情報

2.3

一般社団法人日本動物保護センター

入力の際は シャ）ニホンドウブツホゴセンター

でお願いします。

コラム

4

いぬの母子手帳のご案内
盲導犬候補犬を家庭で育てる「パピーウォーカー」のために作った『いぬの母子手帳』ですが、パ
ピーウォーカーに限らず、ご自分のかわいい愛犬の母子手帳としてもご利用可能です。
体重やごはんの記録、ハプニングやエピソードなどをまとめ、フリースペースにはその月齢での写
真を貼れるようにしました。最後まで完成させると、思い出アルバムにもなります。
A4サイズ 全50ページ 興味のある方はホームページから購入できます！
価格 600円（税込・送料込）
https://www.j-animal.com/shop/

☆法人概要☆
法人名
一般社団法人日本動物保護センター
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Japan Animal Protection Center
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平成23年12月27日
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★動物保護関連情報★

＊内容に関しては、問合せ先に直接問合せをお願いします

おじいわん、おばあわん

ロシア５０頭の北極グマ

名古屋市動物愛護センターの広告

穏やかな笑顔を向けている10歳になる“シニア犬”の写
真が投稿されたTwitterでは「こちらまで同じ表情にさせ
てくれる、心底癒される」と話題になっている。SNSの犬
好きたちの間では、シニア犬のことを“おじいわん”、
“おばあわん”と呼び親しまれている。写真家のむらか
みかづおさんは、老犬のかわいさを発信し、犬を飼おう
と思っている方には、最後まで愛情をかけて共に暮らす
ことの大切さを訴えている。（12月8日岩手日報）

極東ロシアの小さな村に50頭以上のホッ
キョクグマが押し寄せ、学校などで警備体制
が敷かれる事態になっている。チュクチ自治
管区リルカイピでは、ホッキョクグマから住
民を守るため、あらゆる公共活動が中止され
ている。自然保護活動家は、ホッキョクグマ
が人里へ降りてきた要因は気候変動にあるか
もしれないとしている。温暖化で海氷が減少
していることで、えさを求めに村へとやって
きた可能性があるという。ほかの専門家は、
ホッキョクグマが頻繁に現れることから、リ
ルカイピの住民は永久的に避難すべきだとし
ている。（12月6日 BBCニュース）

愛らしい猫の写真と共
に、「吾輩は猫である
名前をくれるのか？」と
いうキャッチコピーが目
を引く。文豪・夏目漱石
の小説の中の、誰でも知っている書き出しの
パロディだが、中身はまったく異なる深刻な
問題を提示している。いわゆる、ペットの殺
処分問題だ。自らも猫を飼っている投稿者・
田中健一さんは、「むっちゃいい広告、泣け
てきた」とコメントしている。このツイート
には1万4000を超える「いいね」が付けら
れ、多くの人から、「や、ほんと、泣けまし
た」といった声が寄せられている。
（12月12日 BIGLOBE ニュース）

外来種を放つ古来の考え
外国産の生き物が日本の自然界に放され、生態系
に影響を与える外来種の問題は爬虫（はちゅう）
類や魚類を中心に、その多くがペット由来だ。法
律上は、特定外来生物に指定されている生き物は
野外に放すと罰則の対象になる。山県市で見つ
かったコーンスネークを含む指定外の生き物でも
“遺棄“や“虐待“と見なされ、動物愛護法に触
れる恐れがあるという。ただ、古くから日本に根
づいている仏教的な価値観が問題を難しくする面
もあるという。「生き物を山野池沼に放つことは
生き物の殺生や肉食を戒め、供養にもなり、功徳
を積めるという仏教の教えがあった。飼えなく
なって死なせてしまうよりも自然界で生き続けて
ほしい、という思い－。しかし、楠田准教授は
「それは無責任な自分への慰めでしかない。ペッ
トとして飼われていた生き物が、野生では生きら
れない可能性があることを考えていない」と指摘
する。楠田准教授ら岐阜大の研究者は、外来種問
題について地道に理解を広め、解決していこうと
「ぎふ生物多様性情報収集ネットワーク」を発
足。外来動植物の目撃、捕獲情報や写真の提供を
呼び掛けている。
（12月7日 岐阜新聞）

老犬介護施設を来春開園へ
核家族化が進み、犬や猫などのペットは、今や家
族同然の存在。飼育の質が向上し、医療が発達し
たことで、人間と同様、長寿化の時代を迎えてい
る。だが、ここに新たな問題が生じている。年老
いた飼い主が世話を続けられなくなった場合、
ペットは誰が面倒見てくれるのだろうか？ 動物
介護士の資格などを持つ近江八幡市上田町の柴田
美香さん（５２）は、そうした人たちの悩みに少
しでも応えたいと、県内で数少ない老犬介護施設
を来春に開設しようと計画している。柴田さんは
五年ほど前から動物愛護の活動に携わっており、
山中や公園、動物病院の前などに捨てられる犬猫
の情報を、数多く見聞きしてきた。「人間の身勝
手な都合だけど、みんながみんな、望んで捨てた
かったわけではないとも思う」と語る。どこかに
受け皿があれば、救われる命もあるはず。そんな
思いから、今回の老犬介護施設の建設を計画した
という。ペットを飼うからには、最期まで適切に
世話をする「終生飼養」の徹底が、二〇一三年施
行の改正動物愛護管理法で明確化された。保健所
では、「飼えなくなった」などの理由で持ち込ま
れる犬や猫は、原則引き取らない。だが、その結
果として「捨てられる犬猫が
増えている」と柴田さんは指
摘する。柴田さんはクラウド
ファンディングサイト「Ｍａ
ｋｕａｋｅ」で、老犬介護施
設の建設資金を募っており、
計画の詳細も公開している。
（12月1日
中日新聞）

中学生の動物愛護団体
犬の殺処分率が8年連続で全国ワースト1位の香川県
で、中学生らでつくる動物愛護団体が動物の命の大切
さを訴える絵本を完成させ、大西市長に贈りました。
高松市役所を訪れたのは高松市の中学2年生の鈴木愛葉
さん（13）ら、小学生から高校生でつくる動物愛護団
体「ワンニャンピースマイル」の8人です。動物の命の
大切さを伝えようと11月出版した絵本を、大西市長に
手渡しました。 絵本には鈴木さんが飼っていた愛犬
が死んだ時の様子や、団体の活動などを描いていま
す。ワンニャンピースマイル／鈴木愛葉さん［13］）
「親子で命の大切さを知ってほしいです。それで殺処
分を減らしていきたい」 絵本は全国の書店やインター
ネットで販売しています。
（12月25日 Yahooニュース）

母親に捨てられた野生のキリン
野生動物の世界でも、母親が生まれたばかりの我が子
を置き去りにすることがあるようだ。このほど南アフ
リカで、野生のキリンの赤ちゃんが生まれてまもなく
母親に捨てられて
しまった。よほど
母親が恋しかった
のか、保護された
先で飼われている
犬の体に頭を乗せ
て甘える姿があっ
た。南アフリカの
リンポポ州に拠点
を置く非営利団体「The Rhino Orphanage（サイの孤児
院）」が、このほど保護したキリンの赤ちゃんが話題
になっている。同施設はサイのツノ目当ての密猟者に
母親を殺されてしまった孤児のサイを保護している
が、今月半ばに地元の人から弱り切っているキリンの
赤ちゃんがいると連絡が入り、保護することになっ
た。生後2～3日ほどと見られるそのキリンは脱水症状
を起こして弱っており、そばに母親が見当たらないこ
とから産んでそのまま放棄したものと思われている。
すぐにキリンは同団体施設内獣医によって治療が施さ
れたが、18時間の昏睡状態が続き予断が許されなかっ
た。“ジャズ”と名付けられたキリンはその後、自分
の力で哺乳瓶からミルクを飲むことができるまでに回
復した。このジャズの容体を見守っていたのは、施設
スタッフだけではなかった。ここで飼われている密猟
防止セキュリティー犬の“ハンター”はジャズのこと
が心配でならなかったのか、餌も食べずに付きっきり
だったようだ。そしてジャズが回復しつつあると、安
心したように餌を食べるようになったという。また
ジャズとハンターはいつも寄り添って過ごし、まるで
親子のように見えた。同施設のFacebookには、ジャズの
容体についての投稿の他にジャズとハンターの仲睦ま
じい動画が投稿されている。
（12月3日 livedoor ）
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世界最大の生にえ祭り
ネパール辺境部の村で3日未明、世界最大のいけにえ
祭りとして知られるヒンズー教の祭りが始まった。5
年に1度開催されるこの祭りで、いけにえをやめよう
とする動きもあるが、信者たちは今回も多数の動物を
いけにえにささげ始めた。インドとの国境に近い村バ
リヤプールでは、厳重な警備態勢が敷かれる中、ヤギ
やネズミ、ニワトリ、豚、ハトなどのいけにえをささ
げる「ガディマイ祭り」が幕を開け、地元のとある
シャーマン（霊媒師）が、自らの体の5か所から採取
した血をささげた。サッカー場よりも広く、壁で囲ま
れた会場に水牛数千頭が集められ、鋭利な刀などを手
にした殺処理係約200人が入場すると、興奮した信者
たちは中の様子をひと目見ようと木に登った。だが
2015年に寺院側が禁止令を出し、1年後にはネパールの
最高裁判所も政府に対していけにえをやめさせるよう
命じたことから、数世紀にわたって続いた習わしが終
わりを迎えるとの期待が高まった。
一方で動物愛護活動家らは、政府当局も寺院側もこう
した規則を履行できていなかったと指摘。インドの国
境警備当局やボランティアはここ数日、許可を持たな
い業者や信者が国境を越えて運び出そうとしていた多
数の動物を押収したものの、大量の移送を阻止するこ
とはできなかった。
（12月3日 APF通信）

ねこ浴場＆ねこ旅籠オープン
保護猫カフェを全国で7店舗運営する株式会社ネコ
リパブリック本社所在地：岐阜県岐阜市、代表取締
役：河瀬麻花）と、「ネコリパ不動産」運営会社のイ
ノーヴ株式会社（本社所在地：東京都板橋区、代
表取締役：合沢直晃）は共同運営で、保護猫カフェ
を併設した宿泊施設「ねこ浴場＆ねこ旅籠」を2019
年12月16日にオープンする。保護猫カフェからガラ
ス１枚向こうは、ドミトリータイプのホステル。宿泊
客は猫様たちの観察対象として一夜を過ごす。本
来は夜行性の猫様たち。日中は見られないような
活発さを見せてくれる。室内からおもちゃを振って
目の前までお呼びするもよし、リモコン遠隔操作の
おもちゃで猫様の興味を引くもよし。カフェにいるの
は、みな里親を探している保護猫。一泊という長め
の滞在時間の中で、気になる猫様との相性を確か
めることが
出来る。
（12月
6日
産経
新聞）

エコファー人気

日本初ファシリティドック育成

放し飼いの犬を無くすために

本物の毛皮（ファー）そっくりに合成繊維で作った
「エコファー」の人気が広がっている。環境保護や動
物愛護意識の高まりを背景に、国内外のファッション
ブランドが積極的に採用。高島屋日本橋店では、婦人
服売り場にある数十ブランドのほとんどがエコファー
を使ったアイテムを扱っている。コートやジャケット
は２万円台から４万円程度のものが売れ筋という。売
り場担当者は「ここ２、３年で急速に品質が上がり、
触っただけでは本物と区別が付かない物が多いです。
手頃な価格で高級感があり、淡いグリーンなど本物で
は出しにくい色があるのも人気の秘密」と話す。三菱
ケミカルは伝統的な織物産地・和歌山県橋本市の岡田
織物と協力し、エコファー用の繊維「プロパール」を
開発した。断熱性が高いアクリル繊維で、断面がＹ字
型になっているのが特徴。静電気を帯びにくくしたり
太陽光を受けて発熱したり、合成繊維ならではの機能
も付けることができる。
（12月12日 sankeiBiz)

ファシリティドッグ・プログラムを国内3病院に導入
し、10年の運営実績をもつ認定NPO法人シャイン・
オン・キッズ。このたび日本初となるファシリティドッ
グ国内育成事業を、2019年度より都内で試行的に
開始した。このプログラムは、病院で活動するため
に専門的に育成された犬 “ファシリティドッグ” と、
犬をあつかう研修を受けた“ハンドラー” がペアに
なり、入院患者の治療や療養生活に関わる事業。
本事業開始当初、日本には国際基準を満たし導入
実績のある育成機関がなく、アメリカの育成団体、
アシスタンス・ドッグス・オブ・ハワイとグローバル
パートナーシップを組むことで、犬を確保してきた。
ただし同団体はアメリカのNPO法人として、基本的
にその成果はアメリカ社会に還元すべき立場であ
り、長期にわたる持続は確約し難いことを合意した
上で、開始した経緯がある。そこで今回我が国で
初めて、ファシリティドッグ専門の犬の育成事業を
開始する。補助⽝育成団体の世界的な統轄組織
が定める国際基準と倫理規定に則り遂行し同組織
から認証を受けた機関における豊富な経験とスキ
ルを有する、専属ドッグトレーナー及び監修ドッグト
レーナーによって実施される。
（12月12日 時事.com）

鹿児島県・徳之島で犬に襲われたとみられる国
の特別天然記念物アマミノクロウサギの死骸が
相次いで見つかった問題で、環境省は、逃げて
放し飼い状態となった犬をいち早く飼い主の元
へ戻すための支援事業を始めた。具体的には、
飼い主の情報が入った電子機器「マイクロチッ
プ」１００個を島内の動物病院に無償配布。飼い
主は登録料など３０５０円で装着できる。同省の
担当者は「適正飼
養を進め、希少野
生生物を守りたい」
と話す。

事故多発の米競馬場
米カリフォルニア州の有名競馬場であるサン
タアニタパークで馬が死ぬケースが相次いで
いる問題に関して、ロサンゼルス郡検察局は
19日、捜査では犯罪行為や動物虐待の証拠は
何も見つからなかったと発表した。検察局が
公表した17ページの報告書では、「検察局の
タスクフォースが徹底した捜査と証拠の検証
を行った結果、サンタアニタパークで命を落
とした馬に対する不道徳な動物虐待や違法行
為の証拠は発見されなかった」と述べられて
いた。同競馬場ではここ12か月の間に37頭も
の馬が死ぬ事故が起きており、各検察局や警
察官による捜査を経て今回の報告書が発表さ
れた。しかしながら、けがをしている馬に投
薬してレースに出走させている調教師を以前
から非難してきた動物愛護団体は、今回の検
察局の発表を批判した。
（12月20日 AFP BB News)

ペットインフルエンサー
写真共有SNSインスタグラムに何百万～何千万人もの
フォロワーを持ち、飼い主に莫大な利益をもたらす
「ペット・インフルエンサーは、社会貢献から有名ブ
ランドの宣伝まであらゆることをこなすインターネッ
ト時代のスター動物だ。 こうしたスターの一匹、米
インディアナ州に暮らしていたネコの「リル・バブ
（Lil Bub）」が先週この世を去り、ネット上には悲し
みの声があふれた。遺伝子異常の影響でいつも舌を出
していたリル・バブは、音楽プロデューサー、マイ
ク・ブリダフスキーさんが2011年に引き取り、写真を
ネットに投稿し始めて有名になった。フォロワー数は
フェイスブックに300万人、インスタグラムに240万
人、ツイッターに80万人以上。その人気がきっかけと
なって科学者たちからも注目を浴び、2015年には米ミ
ズーリ大学の研究チームがリル・バブの顔の変形など
の原因となっている遺伝子異常を突き止めようとゲノ
ム解析を行った。ブリダフスキーさんもまた、特別な
ケアを必要とするペットのための全国規模の基金を創
設した。米国初の試みで、基金の「顔」となったのも
リル・バブだった。また、環境保護団体グリーンピー
スや米国動物虐待防止協会などの支援活動にも、ス
ターペットの力を貸した。2019年時点で全米の家庭で
飼われているネコは4200万匹以上、イヌは6300万匹以
上。全米ペット製品協会（によれば、米ペット製品の
2018年の市場規模は720億ドル（約7兆8100億円）に達し
ている。インスタグラムでは2010年のサービス開始以
降、「ネコ」という単語は1億9300万回、「イヌ」とい
う単語は2億4300万回使用された。
（12月9日 AFP BB ニュース）

子猫育成サポート大阪
遺棄や虐待により所有者がいない動物を保護し、
譲渡を促進する事業として全国に設置される「動物
愛護管理センター」。そこで里親とマッチングさせる
ため、各地でさまざまな取り組みがおこなわれてい
るなか、大阪府で導入された同事業が順調だ。生後
６週齢程度の子猫を自宅で預かり、約６週間育成す
るボランティアが、「子猫育成サポーター」。人との
触れ合いのなかで子猫を育て、譲渡されてからもす
ぐに人間生活に慣れるよう、幸せに暮らせるように
することが目的だ。サポーターたちはまず、動物看
護師を育てる専門学校による講習を受講。その後、
生後間もない子猫を預かり、食事はもちろん、排せ
つを補助したり、体重測定や衛生管理をしながら成
長を記録していく。育てるうえで必要になるゲージや
エサ、シーツ、キャリーなどは府から支給。「何のサ
ポートもなく育ったネコよりも譲渡先での生活にス
ムーズに対応できる」とその後、子猫たちは譲渡会
などを通じて里親に譲渡される。
（12月19日 Lmaga.jp ）

殺処分100％から0にした女性
2018年11月、殺処分率が100％だった米国テキサ
ス州タフトの動物保護施設で、ケイラ・デニーさんは
指揮を取ることになった。元会計士のデニーさん
が、警察署長にタフトの動物保護施設の責任者とし
て任命された当初、施設は老朽化が進んでおり、
動物たちが安心して暮らせるような場所ではなかっ
たという。毎週水曜日を殺処分の日とされており、
目の前で動物たちが死んでいく現実を見て心を痛
めたデニーさんはFacebookを通じて友人に助けを
求め、寄付を募り始めた。その寄付金を使って、施
設にいる動物たちのために新しい備品を800箱以
上購入した。そして、彼女は施設にいる動物たちの
家族を探すことに全力を尽くしたという。彼女が施
設の責任者になって1年で565匹の犬や猫を殺処分
から救い、みんな家族となる人たちに引き取られて
いった。デニーさんはそうした功績が認められ、ペト
コ財団からアンサング・ヒーロー（影の英雄）賞を授
与された。この賞はボランティアたちの功績を称え
る賞で、何千人という人がノミネートされていた。
デニーさんは、３万5000ドルに上る賞金を使い、タ
フトの動物保護施設の改善に役立てると『KZTV』の
取材で語った。
（１２月16日 BIGLOBE ニュース）
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子豚を原告の裁判
ドイツの連邦憲法裁判所で史上初めて、子ブタ
を原告とした裁判が行われている。雄の子ブタを
麻酔なしで去勢する慣習を禁止するよう求め、
動物愛護団体が起こした訴訟だ。性成熟期に達
した雄ブタの肉は、調理したり食べたりしたとき
に『雄臭』を発することが多い。雄の子ブタを生
後数日で去勢するのは、豚肉の雄臭を防ぐため
に必要な処置だと養豚農家は主張している。た
だ、欧州では痛みを伴う去勢手法への批判が高
まっており、スウェーデン、ノルウェー、スイスで
は既に禁止されている。ドイツ連邦議会も２０１３
年に鎮痛処置なしの去勢を違法とする法案を可
決したが、新法の適用には５年間の移行期間を
設置。さらに昨年、移行期限を２０２１年まで延長
した。法施行の遅れにしびれを切らした動物愛
護団体「動物の倫理的扱いを求める人々の会
（ＰＥＴＡ）」は１１月、生まれたばかりの子ブタた
ちを原告として、連邦憲法裁に訴訟を提起。ブタ
にも人間と同様に「権利」があり、麻酔なしの去
勢という「残酷な行為」は権利侵害に当たると主
張している。
（12月17日 AFP通信）

生きたひよこ切断禁止
2020年1月1日から、卵の生産に役に立たないという理
由で、オスのニワトリのひなを生きたまま細断して殺
処分することが禁じられる。スイス連邦議会他のサイ
トへは今年10月、動物福祉政策の一環で動物保護法改
正案を可決した。多くのNGOは、動物の権利に対し、欧
州連合加盟国の先を行く判断だと支持した。オスのひ
なを細断して殺処分する慣行は、すでに国内では行わ
れていない。だが議会はこれを正式に禁止し、殺処分
は二酸化炭素ガスを使用しなければならないとした。
スイスは動物権利に関する厳しい法規制を持つが、こ
の慣行が例外的に認められたのは10年以上も前のこ
と。10月23日、正式な禁止に向け、票が投じられた。
国民議会（下院）の委員会は９月に行われた議会で
「卵、肉の生産のためだけに種を飼育する傾向は、動
物を単なる物体に変えてしまう。これが、生きたオス
のひなを細断するという不条理な慣行につながってい
る」と指摘した。スイスの卵生産者協会ガロスイス他
のサイトへは、こうした慣習は時代遅れであり、法改
正を支持すると表明した。実際、めんどりを養鶏農家
に提供する国内4カ所の主要鶏卵場は、数年前にこの
慣習を取りやめたという。 しかし、スイスでは毎年
約300万羽のオスのひなが商業的な理由で飼育価値がな
いとみなされ、ガスにより殺処分されている。その半
数以上が、動物園の動物
のえさなどに加工されて
いる。
（12月21日
swissinfo.ch ）

水族館からイルカが消える？
～世界から問われる動物福祉～
シーシェパードを筆頭に、世界中の動物愛護団体から激しいバッシングを受ける町、和歌山県太地町。そこで行われて
いる伝統的な漁法である「追い込み漁」はドキュメンタリー映画『The Cove』がきっかけとなり、世界中に衝撃を与え
た。
追い込み漁とは文字通り、ボートと漁網を使いイルカを浜辺や入江に追い込み捕獲する漁法だ。古くは江戸時代にも
行われていた記録を持つ由緒正しい漁法として和歌山県太地町には根づいていた。追い込み漁を通して捕獲されたイル
カは、食用になることが多い。また、無傷で入手が可能であることから、水族館にとっては重要なイルカの入手経路と
なっていた。
しかし、捕鯨反対派の抗議をきっかけに「世界動物園水族館協会(WAZA)」は「追い込み漁により捕獲されたイルカを
受け入れてはならない」という決議を採択した。「日本動物園水族館協会(JAZA)」はその不当性を訴え、妥協案を提案
するなどしたが、WAZAの会員資格を失うことで海外から希少な動物を手に入れられなくなることを避けるため、2015年
５月、会員施設の追い込み漁からのイルカ導入を禁止したのだ。
これにより水族館でのイルカの飼育は、繁殖に頼らざるを得くなったが、イルカの繁殖は非常に難しく、流産や死産
が多い。１年後生存率はわずか20％程度という。日本にはいま300頭弱のバンドウイルカが飼育されているが、そうし
た限られた個体グループ内で繁殖を繰り返すと、近親交配が生じる可能性がある。遺伝子の多様性を維持するために
も、将来的に100％繁殖で展示用のイルカをまかなうことは不可能なのだ。
そこで追い込み漁による入手も必要な手段の一つと考える水族館が集まり2016年１月に設立されたのが、日本鯨類研究
協議会(JACRE)。2019年12月現在、正会員である水族館40施設を主要メンバーに、会の趣旨に賛同する行政、漁業関係
者、研究者、企業等が加盟している。現在法人化に向けて動いている。
そもそも、こんなにも他国の批判を受けながらも、日本の水族館にイルカが必要なのだろうか。
日本にある150弱ほどの水族館で、イルカを飼育しているのはわずか45館。最近ではクラゲなど別の生物に特化した
り、淡水魚のみを展示したりと、独自の特徴を打ち出す水族館が増えている。水族館＝イルカショーという考えは時代
と共に薄れ、欧米ではショーどころか、飼育そのものも廃止の方向に向かっている。
－アミューズメント施設なのか、研究教育施設なのか－
商業施設である限り、客集めにはアイドルが必要だ。しかし、2024年春に西日本最大級の水量を誇る水族館に改装開
業することに決まった、神戸市立須磨海浜水族園の主役と期待されるシャチについても、動物愛護団体から多くの批判
の声が上がっている。グループ会社を通じて運営する鴨川シーワールドは「シャチは身近で観察することが難しい。生
物多様性を紹介することに意義がある」と訴える。ショーについても「自然環境で見られる行動を導き、集約して紹介
する行動学的展示の一手法。ショーの訓練を経て、採血や体温測定などの医療行為が容易にできるようになり、健康管
理にも役立っている」とした。
私はこのコメントを読み、種の保存や研究を理由にするのであれば、もう少し動物福祉への配慮を持ち、飼育する必
要が本当にあるのか、野生の状態で研究することは本当に不可能なのか、今一度探求するべきではないかと疑問に思っ
た。そして、「私たちが生物多様性を学ぶ為に必要な施設」、ともあるが、今の水族館に、テーマパーク感しか感じな
いのは私だけだろうか。イルカショーで水をかけられ悲鳴
を上げる子供たちを、ほほえましく見ている大人たち。こ
こに、命を学ぶ要素がどこにあるのだろう。大都会の小さ
な水槽に閉じ込めるまでもして、学ぶべきことが本当にあ
るのだろうか。博物館などは、生きた生物を実際展示して
いなくても、十分勉強できる施設がたくさんあるのだ。
世界の動物福祉の高まりによって、水族館大国日本は、生
き物を使ったビジネスについて、今後の動向が世界中から
注目されている。今、水族館そのものの在り方が問われる
過渡期にきているのではないのか。
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