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◎情報満載！今月のもくじ◎ 

ご寄付のお願い 

 ☆法人概要☆ 
 

法人名 
一般社団法人日本動物保護センター 

 

英文名 

Japan Animal Protection Center 

 

英文略称 

 JAPC 

 

事務局 

 東京都中央区新川2-11-1-9F 

 

研修所 

千葉県富津市西大和田 488-2 

 

HP 

https://www.j-animal.com/ 

 

E-mail 

japc@iva.jp 

 

事業開始 

 平成20年7月7日 

 

法人設立 

 平成23年12月27日  
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コラム 4 

  

  

  ٲٲ  いぬの母子手帳のご案内  ٲٲ

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

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

おります。皆さまからのご寄付をお願い申し上げます。 

振込先ڀジャパンネット銀行 ビジネス営業部支店（店番：���） 

普通預金 �������  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。  

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/ 
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タイの名産ココナツを巡り、動物保護団体がサルに収穫

させるのは虐待だと訴え、欧州を中心に不買運動が広

がった。野生の幼いサルを捕獲し過酷な労働を強いてい

ると批判され、国際世論の悪化にタイ政府は対応に苦

慮。ココナツ農家は「サルを使うのは長年の伝統。不当

に扱うわけがない」と猛反発している。  

 

               （7月28日 毎日新聞） 

県内で猫を保護する活動が、新型コロナウイルス感染

症の影響で打撃を受けている。各団体への寄付が減少

し、猫カフェの休業が運営を直撃。保護の依頼が最も

多い春の繁殖期に譲渡ができず、預かっている保護猫

も満員状態だ。さらに本県で感染が拡大した場合、入

院患者の飼い猫の預け先がなくなり、生活苦で手放す

人が出てくる懸念もある。各団体の関係者は窮状をし

のぎながら、感染予防への警戒を続けている。動物愛

護団体・動物いのちの会いわての雫石町内の施設で

は、県内各地で保護された猫約１８０匹が暮らす。一

時預かりボランティアの家庭に約１００匹おり、受け

入れはほぼ満杯だ。譲渡できなくなった春は、ちょう

ど猫の繁殖期。保護してほしいという連絡は毎日のよ

うに寄せられた。     （6月12日 岩手日報） 

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区 

会長：末吉竹二郎 以下、WWFジャパン）は、このほ

ど日本税関の輸入差止記録や国内外のメディア報道を

もとに、日本におけるエキゾチックペット取引の動向

を分析し、報告書『CROSSING THE RED LINE：日本のエキ

ゾチックペット取引』（野生生物取引監視組織TRAFFIC 

2020）にまとめました。 

世界中から日本に様々なエキゾチックペットが密輸さ

れてきており、税関での差止は2007年～2018年に78

件、1,161匹ありました。爬虫類が最多で71%、続いて

哺乳類19%、鳥類6%の順でした。感染症法で輸入が禁止

されているサル目185匹、コウモリ10匹も東南アジアか

らの輸入差止が報告されていることがわかりました。 

水際での摘発率は低く、起訴も少ない上に、刑罰も軽

いために、再犯が後を絶ちません。密輸に成功し、

いったん国内市場に入り込むと合法に販売ができるた

め、密輸個体のロンダリングを許してしまっていま

す。法執行と制度の強化で抑止力の大幅な引き上げが

必要であることから、報

告書内でいくつもの提言

を示しています。 

 

（6月25日 JIJI.com 

中国、犬肉祭り今年も開催 

 中国の首都北京にある犬の保護施設で、ボラン

ティアらが犬数十頭に餌をやっている。ここにい

るのは今週同国南部で開催され、物議を醸す犬肉

祭りで供されるはずだったところを救出された犬

たちだ。玉林（Yulin）で毎年開催されるこの祭

りはいつも、動物保護活動家らの激しい怒りを招

いている。だが今年は新型コロナウイルスの流行

により、残酷とみなしている伝統に終止符が打た

れるのではないかと活動家らは願っている。活動

家らは犬の食肉処理場に乗り込んだり、トラック

を妨害したりして、毎年数百頭の犬を救出してい

る。活動家らによると、業者はペットや野良の犬

をさらい、犬たちを長距離輸送する。ほとんどの

場合、行き先は中国南部だという。中国の一部地

域では伝統的に、犬肉食が健康に良いと信じられ

ているが、富裕な都市部で暮らす人々が犬をペッ

トとして飼うようになるにつれ、犬肉食は着実に

廃れつつある。また新型コロナウイルス感染症が

さまざまな動物を食用として販売していた武漢

（Wuhan）の市場に関連していたとされたことか

ら、犬肉の需要がさらに落ち込んだとみられてい

る。先月には同国の農業農村省が、犬の分類を家

畜ではなく愛玩動物に改めた。だが犬肉食を明確

には禁止していない。動物愛護活動家による取り

組みや衛生面での懸念にもかかわらず、地元政府

の暗黙の了解の下、犬肉

祭りは存続している。 

 

  （6月24日 

    AFP BB NEWS) 

 キュートな平たい顔ゆえに呼吸器に問題を抱えやす

いとされるフレンチブルドッグについて、人気急上昇

の結果、動物福祉という観点から懸念が高まっている

と指摘する研究論文が3日、学術誌「Canine Genetics and 

Epidemiology（犬の遺伝学と疫学）」で発表された。短

頭種の小型犬への世界的な人気の高まりを受け、英国

でもフレンチブルドッグに対する需要が急増。同国で

は、「フレンチーズ」との愛称を持つフレンチブル

ドッグが最も人気の高い犬種になると予測されてい

る。論文の共同執筆者である、英ロンドン大学王立獣

医カレッジのダン・オニール氏は「動物福祉という観

点において、フレンチブルドッグの需要増加が、際

立った身体的特徴と関連する健康面でのリスクゆえ

に、こうした犬たちに悪影響を与えているという懸念

がある」と指摘。平たい顔や目の突出、皮膚のしわと

いったこの犬種の特徴が、目の炎症や湿疹、呼吸障害

といった病気の増加を招きやすいという。オニール氏

はAFPに対し、「フレンチブルドッグはいくつかの症状

を非常に発症しすいゆえ、数の急増がペット犬の全般

的な福祉を悪化させている」と述べた。さらに執筆者

らは、ペットの購入者の多くが、健康面や寿命という

点への配慮よりも容姿やサイズ、行動特性といった点

に重きを置いているようだと指摘。オニール氏は「あ

る犬種が繁栄するかどうかは、ソーシャルメディアや

テレビにおけるイメージ、さらには『かわいい！』と

いう要因が決め手になっているようだ」と述べた。研

究チームは「どれ（犬種）が存続せず、絶えてしまう

かを決めるのは一般の人々になる」と指摘する一方、

今回の研究結果が「ブリーディングにおける慣行への

改革の一助となり、最終的にはフレンチブルドッグの

健康面および動物福祉の面での改善に寄与する」こと

を願っているとしている。 

 

              (6月2日 AFP BB NEWS) 

カナダのトロント・ピアソン国際空港で、ウクライナ国

際航空の到着便から子犬約500匹が見つかり、カナダ

当局が捜査を始めた。見つかった子犬のうち38匹は

死んでいたという。当局が20日、明らかにした。カナダ

食品検査庁の発表によると、今月13日にウクライナか

ら同空港に到着した航空機でカナダで人気の高いフ

レンチブルドッグが発見された。生存していた子犬た

ちには脱水や衰弱、嘔吐などの症状がみられたとい

う。カナダ・ゲルフ大学のスコット・ウィーズ教授は公

営カナダ放送協会に対し、同国で子犬の販売は「もう

かる」商売だと説明。多くの購入者は犬がカナダで生

まれ育ったと信じているが、実際は国外から持ち込ま

れた犬がどれほどいるのか、犬たちがどこから来てど

こへ送られるのか分からないという。また「複数の犯

罪組織が絡んでいる可能性」があるとし、見つかった

500匹のフレンチブルドッグが1匹当たり3000〜4000カ

ナダ・ドル（約24万〜31万円）で販売されれば莫大（ば

くだい）な金 額にな

ると述べた。  

 

 

(6月21日 

 AFP BB NEWS) 

        

到着便から500匹の子犬 

神と呼ばれた女性宅に 

コロナで譲渡困難に 

エキゾチック動物の密輸 

フレンチブルドック人気 

浅田美代子さん繁殖制限を要望 サルを使った収穫は虐待？ 

逃げ出した水牛を保護 

7月22日早朝。水牛が6頭、車の行き交う大通りを

悠々と歩いている写真がSNSで拡散しました。場

所はタイの首都バンコク。郊外の田園地帯ならい

ざ知らず、都内市街地で水牛を見かけることは通

常ありません。この水牛は近くの屠殺場から逃げ

出したものであることが判明し、間もなく所有者

が現れ屠殺場に連れ戻しました。所有者は屠殺場

へ売却する目的で水牛を購入。飼育し、ある程度

の大きさに成長したため屠殺場に連れてきていま

した。水牛の肉はバンコクではほとんど食べませ

んが、北部地方や東北地方ではポピュラーで、牛

肉以上に需要があります。家畜の保護活動を行っ

ている尼僧のパックチラーさんにこの出来事を

SNSで知った人達が連絡。パックチラーさんはテ

レビ局記者から聞いた水牛所有者の電話番号に連

絡を取り、水牛6頭の引き取りを申し出ました。

所有者からの提示額は29万バーツ（約97万円）。

パックチラーさんは手付金1万バーツを送金後、

すぐにフェイスブックを通して水牛買い取りのた

めの募金を呼びかけました。すると1日で目標額

を大幅に超える353万バーツ（約1180万円）もの

寄付が集まったのです。 

          （7月30日 BGLOBE NEWS) 

動物保護活動に携わる女優の浅田美代子さん

らが１９日、環境省で小泉進次郎環境相と会

い、来年施行される動物愛護法の改正省令に

繁殖業者やペットショップによる繁殖回数

や、従業員１人当たりの飼育可能頭数の制限

を盛り込むよう求める要望書を提出した。浅

田さんは悪質な業者が不衛生な環境で飼育す

る犬猫の写真を見せ「飼育頭数のさる規制が

ないので助けてあげられない」と強調。小泉

環境相は「思いを少しでも反映させたい」と

述べた。 

         （6月19日 東京新聞） 

京都府八幡市内で動物保護ボランティアをし

ていた50代女性の自宅内から犬や猫の死骸が

少なくとも数十匹も見つかり、警察も捜査す

る騒ぎになっている。報道によると、京都府

警の八幡署も6月5日に女性宅を家宅捜索し

て、数十匹の死骸を確認した。白骨化、ミイ

ラ化したものもあり、家の中はゴミも散乱し

ていた。府警では、動物愛護法違反（虐待）

の疑いもあるとみて捜査している。女性は、

20年ほど前からボランティアを始め、年老い

たりケガをしたりした犬や猫も引き取ったの

で、関係者から「神様」扱いされていた。年

間200匹ほども引き取っていたが、生きて見

つかったのは、犬21匹と猫4匹だけだった。 

          （6月12日 Yahooニュース） 

★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 
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警察官 猫を山に捨てる 

 

群馬県南西部の藤岡市では2019年度、131頭のア

ライグマを捕獲した。特に夏場に多く、月40頭前後

に上る。住宅の庭が荒らされたり、建物を傷つけら

れたりするといった被害が出ている。これまでは捕

獲すると、捕獲用のケージごと用水路やため池など

に沈めて水死させたり、食物や水を与えず衰弱死さ

せたりしていた。7月下旬以降は、二酸化炭素を送

り込んで窒息死させる方法に切り替える。なぜ、ア

ライグマが悩みの種なのか。農林水産省鳥獣対策

室によると、アライグマによる農産物被害額は00年

に3600万円だったが、11年には3億8300万円と10倍

以上に増えた。以降は横ばいとなり、18年は3億

7500万円だった。農水省の担当者は「繁殖力が高

く、捕獲が追いついていない」と話す。アライグマの

駆除には主に、外来生物法に基づく防除と、生活環

境や農林水産業、生態系の被害防止のための鳥獣

保護法に基づく捕獲がある。各自治体は自ら捕獲し

たり業者に委託したりしている。 

             （7月18日 朝日新聞） 

アライグマの殺処分 

森林火災の被害報告 
オーストラリアで2019年から2020年にかけて発生し

た、「現代史上、野生生物にとって最悪の災害の一

つ」である、前例のない規模の森林火災により、30億

匹の動物が犠牲となった、もしくはすみかを失ったと

する研究結果が28日、発表された。 複数の大学の科学

者らが手掛けたこの研究によると、哺乳類1億4300万

匹、爬虫（はちゅう）類24億6000万匹、鳥類1億8000万

羽、そしてカエル5100万匹を含む野生生物が被害を受

けた。 研究では火災で犠牲になった動物の数は言及

しなかった一方、共著者の一人であるクリス・ディッ

クマン（Chris Dickman）氏は、餌やすみかを失い、捕

食動物から身を守ることができなくなったことによ

り、火災を免れた動物たちの展望は「あまり良いもの

ではないだろう」と述べた。 

 森林火災は2019年後半から2020年初めにかけて、干

ばつに見舞われた約11万5000平方キロ超の低木林地を

焼き、30人超が犠牲となり、多数の家屋が焼損。 

 オーストラリアの現代史においては最も広範に延焼

し、また最も長引いたものとなり、科学者らは事態の

深刻さを気候変動の影響によるものと指摘している。 

            （7月30日 AFP BB NEWS） 

実験動物業者が倒産 

日本医科学動物資材研究所は、4月1日に東京地

裁より破産手続き開始決定を受けた。同社は医科

学実験用動物の飼育と販売を手がけ、設立から50

年以上にわたり医薬品開発の一端を担ってきた。

同業他社が少ないなか、世界有数メーカーの日本

総代理店となるなど業容を拡大し、動物試験受託

機関をはじめ医薬品メーカー、医薬品開発業務受

託機関（CRO）、大学研究機関など約400社に販路

を構築。2008年6月期に年売上高約12億2300万円

を計上していた。そんな同社も9年前から損益分岐

点を割るようになる。理由は大きく二つ。犬など大

動物を中心に動物愛護団体の反発などから得意先

が利用を控えるようになったこと。最も大きな理由

が、主力であるマウスなど小動物の受注が医薬品

開発手法の変更によって大幅に減少したことだ。時

代の流れとともに動物実験への風当たりが強くな

り、苦戦を余儀なくされていった。同社の業績悪化

要因は、動物愛護団体からの反発や医薬品開発

手法の変更など、時代の流れに適応できなかった

ことと言える。リスケの要請や事業所の閉鎖など業

容改善に手を尽くしたものの、根本的な売り上げの

回復に手を打てなかったことが致命傷となった。 

              (6月12日 Yahooニュース） 

ペットの預け先決まってる？ 

 新型コロナウイ

ルスの感染が東京

など全国的に再拡

大する中、あらた

めてさまざまな備

えの必要性が指摘

されている。飼い

主が感染した場合

の犬や猫をはじめとしたペットの行方もその一つ。県

内では医療提供体制が整い、陽性確認後の入院などが

速やかに行われる一方、感染者が短時間でペットの預

け先を見つけるのは難しい。福島市では飼い主の感染

により、飼い猫が取り残されたケースもあった。万一

の際、「家族の一員」の居場所を確保するための事前

の備えが大切だ。 

  福島市で飼い猫が取り残されたケースは、感染確

認後、入院までの短時間で預け先を見つけられなかっ

たのが原因という。市保健所がやむを得ず飼い主の退

院まで猫を預かったが、県内の保健所は本来、ペット

の預かり業務は行っていない。市保健所衛生課動物愛

護係の担当者は「市民の命を守るための緊急措置だっ

た」とあくまで例外の対応だと強調する。猫は他の収

容動物と別の部屋で保護したが、スペースに余裕はな

く、こうした予期せぬ事態で新型コロナ対応をはじめ

とする本来の業務に支障が出る恐れもある。担当者は

「いざというときの預け先など、日ごろからの備えは

ペットを飼う人の責務。新型コロナに限らず、緊急時

の対応を考えておいてほしい」と求める。   

 

           （7月26日 福島民友新聞）          

先生は犬！命の授業 

カンボジア犬肉食禁止に 

 養鶏場に鶏の死骸計約14万羽を放置したとして、和

歌山県警は19日、有田養鶏農業協同組合（和歌山県有

田川町）の事務所などを動物愛護法違反の疑いで家宅

捜索した。県警への取材でわかった。近隣住民から悪

臭などの苦情が上がり、県は約1億円をかけ、行政代

執行で3月から死骸の処分を進めている。県警は今

後、死骸が放置された経緯などを捜査するという。同

組合は、同県田辺市などの養鶏場で、梅酢エキスを飼

料に混ぜたブランド鶏肉「紀州うめどり」を生産して

いた。東京商工リサーチによると、昨年12月25日に銀

行取引を停止させられるなど資金繰りに行き詰まり、

経営破綻（はたん）したという。県畜産課によると、

昨年12月ごろから鶏にえさが与えられなくなったとい

い、近隣住民から苦情が寄せられていた。県は同組合

の代表を同法違反で県警に告発していた。 

        （6月19日  朝日新聞デジタル） 

 

 

紀州うめ鶏の死骸 
世界遺産のアンコール遺跡群があるカンボジア北

西部シエムレアプ州はこのほど、犬肉の取引を禁

止すると発表した。カンボジアでは手軽なタンパク

源として食されてきたが、近年は愛好者が減少。国

際的な観光地としてイメージアップを図る意図もあ

りそうだ。 世界遺産のアンコール遺跡群があるカ

ンボジア北西部シエムレアプ州はこのほど、犬肉

の取引を禁止すると発表した。カンボジアでは手軽

なタンパク源として食されてきたが、近年は愛好者

が減少。国際的な観光地としてイメージアップを図

る意図もありそうだ。 国際動物愛護団体「フォー・

ポーズ」によると、カンボジアで犬肉は家庭料理や

酒のつまみとして供されてきた。中でもシエムレア

プ州は「犬肉取引の中心地」で毎月約７０００匹が

取引され、２０店以上のレストランが料理を提供し

ていたという。犬肉食の文化は隣国ベトナムのほ

か中国や朝鮮半島などにもあるが、近年は「残酷

だ」などとして退潮傾向にある。カンボジアでも韓国

人ら外国人観光客に一定の人気があった一方、

フォー・ポーズの調査によると、頻繁に食べていた

地元民は１割ほどだった。 

 

               （7月29日 SANKEIBiz） 

北九州市小倉南区の郊外で散歩中の犬が路上

に落ちていた青いペットフードのようなものを食

べた直後に泡を吹いて死んだ。周辺住民による

と、昨年10月、住民の女性が飼い犬を散歩させ

ていると、犬が青色の粉がかかったペットフード

のようなものを食べた。直後に口から泡を吹い

て、けいれんしたので、動物病院に連れて行った

が、数時間後に死んだという。同じようなものは

周辺に散らばり、一カ月ほど前にも近くの路上に

落ちていたという。住民が警察署に相談し、現場

を訪れた署員に状況を説明したが、「犬を狙って

故意に置いたとは断定できない」と言われ、その

後、区役所に行ったものの「犬の殺傷は器物損

壊罪に当たり、警察の対応」と言われた。ペット

を巡るトラブルは各地で発生し、ペットの殺傷な

どを厳罰化する改正動物愛護法が1日に施行さ

れた。ペットトラブルに詳しい渋谷寛弁護士（東

京）は「ペットの殺傷は証拠が乏しいことが多く、

立件が難しい。トラブルを避けるには飼い主が

与えるもの以外、食べないようにしつけるしかな

いのではないか」と指摘した。 

         (6月14日 Yahooニュース） 

散歩中の犬が毒で死ぬ 

自宅近所の飼い猫など数匹を捕まえて郊外の

山などに捨てたとして、動物愛護法違反の疑

いで書類送検された秋田県警の４０代男性警

察官が、猫を遺棄する前に、おりに入った写

真を撮影していたことが１２日、捜査関係者

への取材で分かった。「捕まえた猫を確認す

るためだった」と説明しているという。警察

官は書類送検された５月に所属長注意処分を

受けた。調べに対し、自宅の庭が猫のふん尿

で汚されることに悩んでいたと供述。捕獲し

た猫は「首輪を着けておらず野良猫と判断し

た」としている。写真は少なくとも５枚撮影

され、屋外で雨にぬれた姿もあった。 

         （�月��日 産経新聞） 

命の大切さを学ぶ特別教室が16日、秋田県由

利本荘市の小学校で開かれた。子どもたち

が、犬と触れ合いながら動物愛護の活動に理

解を深めた。秋田県由利本荘市の西目小学校

で開かれた教室には4年生の児童47人が参加

した。講師を務めるのは、県内で動物愛護の

啓発に取り組んでいるボランティア8人とそ

の飼い犬。教室では、犬が生きていることを

直接確かめるために心臓の音を聞いたり、触

れ合うための正しい接し方を学んだりしなが

ら、動物の命を守ることの大切さに理解を深

めた。参加した児童は「動物に触れ合うとき

は乱暴にせず優しく注意したい。犬や猫を

飼ってないが、これから育てる時に役に立つ

ことがあったら使いたい」と学習を振り返っ

た。子どもたちは、学んだことを2021年2月

に保護者などに発表することにしている。 

        (6月16日 秋田テレビ） 



Ｐ.4 

                   

 コロナの特効薬に使われるツキノワグマ 

      ～東洋医学と西洋医学～ 

『生薬』と聞いて、皆さんはどんなことをイメージするだろう？ 

私は、どの町にもある、古びた店先に、瓶詰めされた蛇や、すっぽんのはく製などが飾られれ、動悸・息切れ・勢力増

進！などと高らかに飾られた旗が風になびく、あの雰囲気を思い浮かべる。 

 

自然界にある植物や動物、鉱物のなかで、なんらかの薬効を持っているとして、長い間利用されてきたものが『生薬』

と呼ばれている。生薬は変質しないように乾燥したり、使いやすいように大きさをそろえたり、形を整えるなど簡単な

加工をしたのち、複数を組み合わせることによって、効果が強くなるものや、違った薬効をもたらす。これが漢方薬

だ。植物性生薬で有名なのは、人参や生姜、ドクダミや杏仁。高麗人参は胃腸や呼吸系の活性化や免疫機能を高めたり

と幅広い薬効があり、ギリシャでは万能薬と呼ばれるほどだ。 

これに対して、動物性生薬も存在する。有名なのはスッポンや、鹿の角、タツノオトシゴなどがあるが、近年では、プ

ラセンタとして人気になった、女性の胎盤などもある。 

 

即効性を求める症状「血圧を下げる」「細菌やウイルスを殺す」「高熱を下げる」など、緊急を要する症状がある場合

など、検査結果の数値をもとに今すぐ痛みを取りたい時や、命の危機が生じる場合など緊急を要するときの対処に使う

西洋薬に対して、人間本来の力を生かして病気になりにくい体を作ったり、体質改善を行い健康な体を手に入れるとい

う場合に用いられる東洋薬。 

 

この東洋医学の考えのもとに使われるのが生薬だ。生薬は単一成分の合成薬と違い、一般に効きめがおだやかで、安心

して利用できるものが多く、少しの経験があれば自分で利用法をコントロールするなど自己治療（セルフメディケー

ション）には最適の薬と言われていることから、一定の利用者が存在し続けている。「生薬だから副作用はない」とい

う認識を持つ方もいるようだが、これは何の根拠もない、危険な認識だ。 

その理由は。96年に厚生省（当時）より「小柴胡湯による間質性肺炎が135例発生、10人が死亡」という緊急安全性情

報が出された。これを「小柴胡湯事件」という。漢方薬の安全神話が崩壊した瞬間だった。むしろ、この96年までは、

「漢方薬には副作用がない」と思われていたのだ。この事件によって、『天然物＝安全』問う概念が壊されてしまった

のだ。また、実は西洋医学で根拠があるとされる試験法（二重盲検ランダム化比較試験）をベースに考えると、漢方薬

にエビデンスはない。それでも漢方薬が使われ続ける理由には、「効果があった」という意見が未だに確実に存在する

からだろう。 

 

そして今、新型コロナウイルスの特効薬として、ツキノワグマの胆汁があげられ、問題となっている。韓国では、肝臓

や胆嚢にまつわるあらゆる病気の治療にツキノワグマの胆汁が効くとする民間療法が広く信じられており、金以上の高

値が付くほど珍重されている。国内各地の農場で飼育されているツキノワグマは1600頭に上るという。 

動物愛護団体は以前から臓器を目的としたツキノワグマの屠畜に反対してきた

が、ここにきて新型コロナウイルス感染症の治療薬として胆汁の需要が急増する

との懸念が浮上。ツキノワグマを保護するよう政府に要望する活動を改めて強化

している。 

こうした行為が合法とされているのは韓国と中国のみ。個体数の激減を受けて、

韓国政府は過去に野生のツキノワグマを国立公園内の保護区で放し飼いにする試

みを行ったが、密猟が横行して失敗に終わっている。 

 

このニュースを聞いて、私はこう思った。原始時代の話か？・・・ 

 

今回のコロナ騒動を通して、こんなにも科学が進歩した人間界においても、医学はまだまだ発展途上であるということ

を痛感した。しかしながら、自分たちが生き延びるために、弱者となる無抵抗な動物達を無作為に殺して良いのだろう

か。弱肉強食の食物連鎖で世界は成り立っているとはいえ、人間は、人間にしかない知能の発達により、その概念を自

ら覆して、倫理観のある世界を作り出してきたのではないか？ 

 

生きるために、弱者を殺す。これはサルに戻った行為だ。私たちには、他の動物にはない、誇るべき脳がある。これを

フル活用して、人間にしかできない、他の治療法を必ず見つけられるはずだ。 

 

人間の為に、動物が消えていく世界は、もう、終わりにしよう。 

人間が壊してきた世界を、今は修復していくフェーズに入っていると信じたい。 


