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Abstract
   The carnivorous animal eats a processed mainly muscle piece at the 
zoo, whereas the animals pushes skin and bone aside and gets muscle in 
nature. Recently, “carcass feeding”, which is an approach feeding a zoo’s 
carnivorous animal a large carcass, is getting attention as environmental 
enrichment in Europe and America. However, it is hard to obtain the large 
carcass in Japan, and hence the carcass feedings are not performed. On the 
other hand, deer and wild boar are captured to reduce negative impact on 
agriculture and forest vegetation in the various parts of Japan. However, 
the use of captured deer and wild boar is limited. Therefore, we connected 
stakeholder concerned with “the problem of the animal welfare in zoo” 
and “the issue of local beast harm” using technique of the scientific com-
munication, and have begun to grope for solution to the problem as the 
joint project from the summer in 2017. We are active currently as “Wild 
meǽt Zoo”. In the results of feeding of carcass and behavior, extension of 
feeding time and diversification and a change of feeding pattern were ob-
served. The results suggest that carcass feeding is effective as enrichment 
for zoo’s carnivorous animal. The difference of sterilization did not affect 
feeding behavior. In our experiment, we fed the carcasses whose head, 
internal organs, and blood were removed. This process may reduce the 
psychological burden (loathsomeness etc.) on park visitors.

Keywords: Yaku-sika deer, wild boar, zoo, environmental enrichment, ani-
mal harm, animal welfare.
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1.  序論

1.1.  地域における獣害問題

　現在、日本各地でニホンジカ Cervus nippon やイノシシ Sus scrofa が急

速に生息数を増加し、その生息域を広げており、日本各地で農作物被害総

額は平成 29 年度においてニホンジカで 55 億円、イノシシで 48 億円に

のぼる（農林水産省，2018）。また、農林業被害だけではなく、生態系や

人々の生活にも深刻な被害をもたらしている（Takatsuki, 1994；田中ら，

2008 など）。

　環境省と農林水産省は、野生鳥獣を適切に管理するために、個体群管理、

被害防除対策、生息環境管理の３本柱からなる計画を立てて実施してい

る（環境省，2015）。現状のように増加したニホンジカやイノシシは生息

密度を減らし低密度に抑えることが農林業や自然植生への被害軽減に効果

があり、密度を減らすという個体群管理が重要である。両省は 2013 年に

策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」において、ニホンジカやイノシシ

の生息数を 10 年後（2023 年度）までに半減するという目標を立ててお

り、積極的な捕獲を通じた生息数管理を強化している（環境省・農林水産

省，2013）。平成 29 年度において、捕獲数はニホンジカで 59 万頭、イ

ノシシで 54 万頭にのぼる（環境省，2018）。生命倫理の面からもそれら

の有効活用が求められ、ジビエや革や角を利用した製品など有効に利用す

ることにより命を無駄にしないことが大切である（環境省，2015）。しか

し、捕獲頭数に対するジビエ利用率は約 8%（シカ：約 11%、イノシシ：

約 5%）と一部に止まっており（農林水産省，2019）、特に商品価値の低

い当歳の個体や骨などの利用は限られたものとなっている。

1.2.  動物園の動物福祉問題

　動物園は「レクリエーション」の他に、「種の保存」、「教育・環境教育」、

「調査・研究」という重要な役割を担っている（日本動物園水族館協会，

2011）。しかし、動物園で飼育されている動物たちは人に見られることや

狭いスペースで飼育されること、実際の生息環境との違いなどからストレ

スを感じており、動物たちが快適に暮らせるように配慮する必要がある。

飼育環境に様々な工夫を凝らすことにより動物たちの暮らしを豊かにする

取り組みを「環境エンリッチメント」といい、現在様々な取り組みが行わ

れている（Maple and Perdue, 2013）。環境エンリッチメントは、その目

的や方法の特徴から物理・採食・社会・感覚・認知エンリッチメントの 5

カテゴリーに分けられる（Hosey et al., 2009）。

　採食はすべての動物が生存のために必須とする行動であり、あらゆる飼

育環境で導入可能であることから採食エンリッチメントはその中でももっ

とも広く取り入れられているものの一つである（山梨，2015）。野生大型

肉食獣の採食は、本来は皮をはぎ、骨をかき分けて筋肉にありつく。これ

に対して、日本のほとんどの動物園で飼育されている大型肉食獣は、すで

に加工されたウマなどの筋肉片を直接摂取している。このような日本の現

状に対し、近年欧米の動物園では肉食獣の採食に関する多様な行動を引き

出すため、屠殺した大型の家畜を精肉せず、ほぼそのままの状態で飼育動

物に与える「屠体給餌」の手法が行われており、飼育された大型肉食獣に

対する環境エンリッチメントとして効果を上げている（McPhee, 2002）。

しかし、日本国内においては肉の流通上の問題から、大型の屠体の入手が

非常に困難であり、このような取り組みはほとんど行われていないのが実

態である。

1.3.  地域における獣害問題と動物園の動物福祉問題をつなぐ活動

　文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」の大学院 5 年一

貫の教育プログラムである九州大学「持続可能な社会を拓く決断科学大学

院プログラム」の環境モジュールは、獣害問題に対する取り組みへの参画

を活動の柱の１つとして実習を行っており、屋久島において増えすぎたヤ

クシカ Cervus nippon yakushimae による下層植生などへの影響の検証や駆
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除されたヤクシカの有効利用を考える実習、および九州大学伊都キャン

パスにおけるイノシシ対策活動への参画実習を継続して行い、駆除個体

の有効利用について模索を行ってきた（細谷ら，2015，2018c；御田ら，

2018ab）。

　一方、大牟田市動物園はこれまでにも飼育動物に対して様々な環境エン

リッチメントを行っており、「みんなでエンリッチメント！！〜実践・継続・

発展・発信〜」により市民 ZOO ネットワークから「エンリッチメント大

賞 2016」の大賞を受賞するなど、積極的に環境エンリッチメントを推進

している動物園である（市民 ZOO ネットワーク，2016）。大牟田市動物

園では新たに「屠体給餌」を通じた大型肉食獣に対する環境エンリッチメ

ントを行うとともに、見学者に対する野性味あふれる魅力的な展示を検討

していた。

　このような現状の中、細谷・伴・大渕・田川は動物園における動物福祉

の課題と地域の獣害問題のそれぞれに関わるステークホルダーを科学コ

ミュニケーションの手法を用いてつなげることにより課題解決を模索し、

2017 年の夏季に大牟田市動物園、九州大学持続可能な社会のための決断

科学センター、ヤクニク屋、科学コミュニケーターの 4 組織・個人で協

同プロジェクト「ヤクシカ ZOO プロジェクト」を立ち上げ、動物園にお

ける有害鳥獣として駆除されたヤクシカの利用を考える多角的なアプロー

チを模索し始めた（細谷ら，2018ab；伴ら，2018）。2017 年冬季から

は、その発展・継承をはかるべく非営利団体「Wild meǽt Zoo（ワイルド・

ミート・ズー）」を科学コミュニケーター、動物園、ジビエ実務家、行政

および大学の有志らで立ち上げ、駆除された野生獣を動物園の大型肉食獣

に屠体給餌を試行する活動を行なっている（図 1，2）（Facebook ページ : 

https://www.facebook.com/W.M.Zoo/?notif_t= page_admin&ref=notif）。

1.4.  野生獣を屠体給餌に用いる際の問題点

　獣害問題および動物園の動物福祉の課題は日本全国で共通した課題と

なっているが、駆除された動物が動物園において利活用される事例はほと

んどみられない。その最大の要因は、動物園の飼育動物が屠体を通じて

図１　非営利団体「Wild meǽt Zoo」（ワイルド・ミート・ズー）のロゴ

図 2　屠体給餌の波及効果
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何らかの感染症に曝露されることへの危惧である。野生獣は畜舎等で飼

われている飼育動物と異なり、衛生的な管理下にはなく、寄生虫や病原

性のウイルス類などを保持している可能性がある（斉藤，2012；原田ら，

2014；李，2014；山内・高田，2015；前田，2016 など）。また、取り

扱う動物園スタッフも少なからず感染リスクが伴うため、人間の食品衛生

と同レベルの安全性が求められる。

　寄生虫としては、マダニ類（山内・高田，2015）やサルコシスティス・

フェアリー（Sarcocystis fayeri）とその近縁種（斉藤，2012）などが想定

される。これらは基本的に冷凍処理で失活し、サルコシスティス・フェア

リーの場合は－ 20°C（中心温度）で 48 時間以上によって失活すること

が確認されている（厚生労働省，2013b）。病原性のウイルス類としては、

まず食中毒の原因となる E 型肝炎ウイルス（HEV）が考えられ、イノシシ

やシカにおいても検出されている（原田ら，2014；李，2014）。E 型肝

炎ウイルス対策としての食肉の加熱基準は、中心温度 63℃ 30 分と同等

以上の加熱となっている（厚生労働省，2003ab）。

　また、近年症例が増加している重症熱性血小板減少症候群（SFTS）が

注目されており、イノシシやシカからも SFTS ウイルス抗体が検出されて

いる（前田，2016）。2017 年には、広島市安佐動物公園でチーター２頭

が SFTS で死亡しており、動物園の飼育動物にも被害が生じている（広島

市，2017）。SFTS ウイルスの感染経路は SFTS ウイルスを獲得したマダ

ニの刺咬によるものが主であるが、限定的ではあるが海外では家族内感染

あるいは院内感染といったヒト－ヒト感染事例も報告されており（加藤ら，

2016）、感染個体の摂餌による安全性は未知である。しかし、宿主のマダ

ニは冷凍処理によって死滅させることが可能であり、また熱に対する安定

性をもつ E 型肝炎ウイルス対策として用いられている食肉の加熱基準を

確保することにより、熱に弱い（厚生労働省，2013a）とされる SFTS ウ

イルスも失活させることができると考えられる。

　これにより、冷凍処理と加熱処理により衛生面の安全性が確保できると

考えられる。しかし、加熱処理において高温にするとタンパク質の変性が

生じ、食感に変化が生じてしまい、大型肉食獣の嗜好に合わなくなる可能

性がある。また、被毛が脱毛し、被毛を剥ぐ等の行動が発現できず、より

自然な採食行動を目指す屠体給餌としての機能を損なってしまう可能性が

ある。低温で長時間加熱する低温殺菌処理（63℃、30 分）は生肉に近い

食感を保つことができる殺菌処理であり、加熱による大型肉食獣の嗜好へ

の影響を低減することができると考えられる。

　また、動物園での屠体給餌の実施にあたり、動物園来場者に対する配慮

が求められる。動物園の役割は、「種の保存」、「研究」、「教育」および「娯

楽（レクリエーション）」とされる（日本動物園水族館協会，2011）。そ

のため、動物園は多様な来園者の目的に適切に対応することが求められ

る（村田，2015）。欧米の動物園では屠体給餌はすでに広く実施されてお

り、屠体より自然環境に近い生体給餌の試みが進められているが、英国の

動物園におけるアンケート調査の結果から、脊椎動物の生体給餌の展示は

見学者に心理的負担を与えることが報告されている（Ings et al., 1997）。

そのため、屠体給餌が認知されていない日本国内においては（細谷ら，

2018）、屠体であったとしても脊椎動物であることが見学者に対して心理

的負担を与えることが懸念され、屠体給餌の普及に対する一つの障壁と

なっていると考えられる。

1.5.  本研究の目的

  本報告では、ヤクシカ ZOO プロジェクトおよび Wild meǽt Zoo の活動

として行った（1）屠体給餌が飼育動物への環境エンリッチメントに及ぼ

す効果、（2）衛生的な屠体給餌を行うための低温殺菌処理による採餌に

及ぼす影響、および（3）屠体給餌がもたらす見学者の心理的負担を明ら

かにし、動物園の飼育動物に対する屠体給餌の今後の課題を検討すること

を目的とする。
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2.  材料と方法

2.1.  屠体給餌の対象個体

　屠体給餌を行った大型肉食獣は大牟田市動物園で飼育されている 2 種

3 個体と京都市動物園の 1 種 2 個体の合計 2 種 5 個体である。年齢は

2018 年 12 月 1 日時点のものである。

　ライオン Panthera leo leo：♂ 6 歳、飼育下生まれ、大牟田市動物園。

　ライオン Panthera leo leo：♀ 7 歳、飼育下生まれ、大牟田市動物園。

　トラ Panthera tigris hybrid：♀ 18 歳、飼育下生まれ、白変種、大牟田

市動物園。

　アムールトラ Panthera tigris altaica：♂ 8 歳、飼育下生まれ、京都市動物園。

　アムールトラ Panthera tigris altaica：♀ 14 歳、飼育下生まれ、京都市動

物園。

2.2.  ヤクシカ・イノシシの屠体と低温殺菌処理

　屠体給餌には、駆除が実施されているニホンジカの亜種であるヤクシカ

Cervus nippon yakushimaeとニホンイノシシSus scrofa leucomystaxを用いた。

そのうち、商品価値の低い当歳の子鹿および子猪で体重は 5 〜 8 kg の個

体を用いた（図 3）。事前処理は、野生獣の解体精肉施設であるヤクニク

屋（鹿児島県屋久島町）および糸島ジビエ研究所（福岡県糸島市）におい

て食肉用と同じマニュアルに従って実施した。血抜き後に、感染症のリス

クの高い頭部と内臓を除去し、5 日以上の冷凍処理を行った（冷凍処理個

体）。冷凍処理はダニなどの寄生虫を除去（失活）するための処理である（厚

生労働省，2013b）。冷凍処理を行った屠体に、さらに低温殺菌処理を施

した。E 型肝炎ウイルス対策として食肉の加熱基準となっている中心部の

温度を 63℃で 30 分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する

方法（厚生労働省：食品別の規格基準について　食肉製品 https://www.

mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/000007

1198.pdf，2018 年 12 月 31 日閲覧）、および野生鳥獣肉の衛生管理

に関する指針の中心部の温度が 75℃で 1 分間以上又はこれと同等以

上の効力を有する方法（厚生労働省：野生鳥獣肉の衛生管理に関す

る 指 針（ ガ イ ド ラ イ ン ）https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujo-

uhou-11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf，2018 年 12 月 31

日閲覧）に準拠し、これらと同等以上の加熱（63℃、4 時間程度）を行い、

再度冷凍した（冷凍処理＋低温殺菌処理個体）。冷凍処理のみと冷凍処理

＋低温殺菌処理の両処理の個体は、動物園で冷凍状態にて受け取り後、冷

蔵庫で緩慢解凍して屠体給餌を行った。

図 2　低温殺菌処理したイノシシの屠体（2018 年 6 月 5 日）
撮影者：細谷
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2.3.  屠体給餌と行動観察

　屠体給餌は、大牟田市動物園において 2017 年 8 月 15 日から 2018 年

8 月 20 日の期間に 5 回 9 試行、2018 年 7 月 28 日に京都動物園で 1 回

2 試行を実施した（表 1）。屠体の処理は（1）冷凍処理のみと（2）冷凍

処理＋低温殺菌処理の個体を準備し、加熱による肉質等の変化が大型肉食

獣の嗜好に及ぼす影響について調査した。また、（2）については皮剥ぎ

したイノシシ１個体を準備し、皮のない屠体の給餌において、大型肉食獣

の摂餌に変化がないかの確認を行った。

　屠体給餌の実施の際には、対象個体を一度バックヤードの飼育スペース

に移した後、ヤクシカやイノシシの屠体を見学者が動物をみることができ

る展示飼育スペースに置いた。その後、対象個体を展示飼育スペースに戻

して、対象個体の反応を観察した。摂餌反応は（A）完全またはほぼ完全

に摂餌、（B）一部を摂餌、（C）反応あるが摂餌なしの 3 段階にスコア化した。

さらに摂餌中に見られる行動を記録した。屠体給餌後に残った部分につい

ては、翌日（24 時間）には飼育場から除去した。

　また、屠体給餌に際し見学者に対して、活動の趣旨の事前説明を行った。

屠体給餌活動の説明の骨子は、①獣害問題が全国で問題となっており、そ

の対策の一環として有害鳥獣駆除が行われ、駆除された個体の利活用が十

分に行われていないこと、②動物園の飼育動物のストレスを軽減する必要

があること、および③これらの課題の解決を目的として実施していること

である。また、給餌中も可能な限り見学者に解説を行った。

2.4.  見学者アンケート

　大牟田市動物園および京都市動物園において実施された屠体給餌活動の

見学者を対象に、アンケート調査を実施した。京都市動物園については、

屠体給餌活動の見学希望者を募り、希望者 25 組 63 名から抽選で選ばれ

た 9 組 27 名に公開された。アンケート調査は、2018 年 6 月 5 日（n=29）、

7 月 28 日（n=13）、および 8 月 20 日（n=13）の計 3 回実施し、計 55

名から回答を得た。

　アンケートは、回答者の属性、獣害および動物福祉の知識に関する項目

3 問、および屠体給餌の感想に関する項目 9 問に加え自由回答欄を設け、

見学中に回答を依頼した。小学生以下とみられる見学者は対象外とした。

アンケートは、屠体給餌の来場者に対する屠体給餌活動の説明の後、屠体

給餌の見学中に回答を求めた。アンケート調査の結果から、見学者の屠体

給餌に対する感想を明らかにしたうえで、展示として見学者に受け入れら

れるかどうかを検証するため、見学者の目的を動物園の役割である「研究」
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2.3.  屠体給餌と行動観察
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普段の給餌ではほとんど見られない行動が観察された。また、給餌後の糞

には毛が多量に含まれ、蹄も排出されていた。

　ついで、低温殺菌処理を施したヤクシカおよびイノシシ屠体に対する反

応は、すでに屠体給餌の経験がある大牟田市動物園の個体については、骨

や蹄も含めてすべてまたはほぼすべて摂餌した（表 2）（図 4-6）。

表２　屠体給餌の実施日と屠体・給餌対象の種類および屠体の処理方法

＊反応スコア　A：完全またはほぼ完全に摂餌　B：一部を摂餌　C：反応あるが摂餌なし。

    カッコ内の数字は給餌回数を示す。

図 4　低温殺菌処理したイノシシの屠体を引きちぎるライオン♂（2018 年 6 月 5 日）
撮影者：御田

　ヤクシカ屠体については、ライオン♂はすぐに舐めるなどした後、約

15 分後から少しずつ食べ始め、約 190 分経過時点で半分程度を食べ、約

210 分後の閉園時にはほとんどの部分を食べ終わっており、翌朝には数

本の骨を残して完食していた。トラ♀はすぐに舐め始めて、摂餌も開始し

た。約 180 分経過時点で脚１本とその周辺を食べていた。翌日には骨な

ど少量を残して完食していた。

　イノシシ屠体については、ライオン♂はすぐに咥える、前肢でつつく、

舐めるといった行動を見せたが、すぐには摂餌をしなかった。約 75 分後

に皮を剥ぎながら摂餌を開始し、骨も砕きながら摂餌していることが観察

図 5　低温殺菌処理したイノシシの屠体を前肢でつつくライオン♀（2018 年 6 月 5 日）
撮影者：細谷
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された。約 150 分経過時点で半分程度を食べ、約 160 分後の時点でほぼ

完食した。ライオン♀は、すぐに咥える、咥えて走る、前肢でつつくなど

の行動を見せ、約 20 分後から骨も砕きながら摂餌していることが観察さ

れた。約 25 分後には後脚 1 本を完食し、その後は皮を剥いだり、舐めな

がら摂餌を進めていた。約 200 分後の時点で肋などの一部を残してほぼ

完食していた。トラ♀には皮剥ぎをしたイノシシ屠体を給餌した。すぐに

舐め始めて、摂餌も開始した。約 30 分後には 1 割程度を残して大部分を

食べ、約 160 分後には完食した。初めて屠体を給餌した京都市動物園の

アムールトラ 2 個体は、イノシシ屠体を転がす、咥える、皮を剥ぐなど

の行動は見られたが、摂餌はごく一部のみに限られた。

　これらの屠体給餌の見学者からは否定的な発話はほとんどなく、ポジ

ティブな発話が多く聴かれた。親が子供に屠体給餌について説明する姿も

見られた。また、同じ見学者が長時間（30 分以上）観察したり、時間を

おいて度々観察したりする様子も見られた。

3.2.  見学者アンケート

3.2.1.  回答者の属性

　回答者の属性に関する基礎項目として、「性別」、「職業」、「年齢」、「来

園の目的」、「当該動物園の来園頻度」および「他の動物園の来園頻度」を

確認した。上位を占めた属性の上位は、性別は「女性（38 名、69.1％）」、

職業は「会社員・公務員（21 名、38.2％）」、「学生（14 名、25.5％）」、

年齢は「40 代（12 名、21.8％）」、「10 代（10 名、18.2％）」、来園の目

的は、「学校行事・勉強（以下、学び）（33 名、60.0％）」、「動物を見る・

娯楽（以下、娯楽）（15 名、27.3％）」、当該動物園の来園頻度は「初めて

（26 名、47.3％）」。および他の動物園の来園頻度は「年に 1 回以下（34 名、

61.8％）」であった（表 3）。

図 6　低温殺菌処理したヤクシカの屠体を運ぶトラ♀（2018 年 8 月 20 日）
撮影者：細谷

表 3　回答者の属性
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3.2.2.  屠体給餌に対する感想

　動物福祉に関し、飼育動物が野生動物と比較して幸せかと思うかという

質問に対し、「どちらでもない」が 54.5％を占め、「そう思う（23.6％）」

が続いた（図 7）。屠体給餌前に実施した説明の分かりやすさについては、

肯定的な回答が 90.9％を占めた。この説明前後で、シカやイノシシの駆

除が必要だと「全くそう思わない」および「思わない」とした回答者は、

6 名（10.9％）から 1 名（1.8％）に減少した。有害鳥獣駆除個体を用い

た屠体給餌の重要性については、47 名（85.5％）が肯定的な回答をした。

続いて、展示としての屠体給餌に関する質問項目として、動物園で動物本

来の姿を見られることが動物園の魅力を高めると考えている回答者は 50

名（90.9％）を占めた。そして、展示としての屠体給餌に対し心理的負

担を感じた回答者は 6 名（10.9％）に留まった。そして、積極的な公開

をした方が良い、および小学生世代にも見せたいと感じた回答者は、それ

ぞれ 46 名（83.6％）、38 名（69.1％）であった。

　見学者の多様な目的に適切に対応できる活動かどうかを検討するため、

来場者の主な来場目的である「学び」、「娯楽」および「その他・無回答」

に分類し、屠体給餌に対する項目の回答を比較した結果（Kruskal Walis

検定、α =0.05）。その結果、目的の違いによる感想の違いに有意差は示

されなかった（図 8）。

4.  考察

4.1.  屠体給餌

　採食エンリッチメントの効果について概観した山梨（2015）は、各種

の採食エンリッチメントの効果を以下のようにまとめている。

・活動時間配分（1 日の間での採食・休息・移動時間の割合を示したもの）

が野生のものに近づく

図 7　動物福祉、獣害問題および屠体給餌の質問項目とその回答

図 8　見学者の目的による感想の差異
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・行動の多様性を増加する

・本来の行動パターンが増加し、異常行動（常同行動など）が減少する

・ストレスに関連した行動や生理指標が減少する

・環境の利用効率が増加する

・環境の要求に正常な方法で対処できるようになる。

　また、大型肉食獣の採食エンリッチメントとしては、Bashaw ら（2003）

がトラでは生きた魚と馬の骨を与えた場合に、ライオンでは馬の骨を与え

た場合で常同行動の減少が見られたことを、McPhee（2002）は大型ネコ

科動物に対する子牛の屠体給餌によって、展示外における常同行動の減少

が見られたことを報告している。

　本研究の結果は、全個体で摂餌が見られ、特に大牟田市動物園のライオ

ン２個体とトラ１個体については高い嗜好性が繰り返し見られた。また、

通常与えている鶏や馬肉では同程度の量を 10 分程度で完食してしまうの

に対して、繰り返しの実施により時間の短縮が見られるものの 160 分以

上をかけて摂餌しており、明確な採食時間の延長が見られた。この採食

時間の延長によって活動時間配分がより野生の状態に近づいたと考えられ

る。さらに、餌を咥えて運ぶ、放り投げる、飛び掛かる、前肢でつつく、

前肢で押さえて引きちぎる、といった普段の給餌ではほとんど見られない

行動が見られ、採食様式の多様化や変化が確認された。これらの行動は、

本来の行動パターンの発現を含むものと考えられ、常同行動を含む異常行

動の減少に寄与することが期待できる。この採食様式の多様化や変化は、

ごく一部の摂餌しか見られなかった京都市動物園のアムールトラ 2 個体

でも観察されている。このような結果から、駆除されたシカやイノシシな

どの野生獣を動物園の大型肉食獣に屠体給餌することは、これら飼育動物

に対する環境エンリッチメントとしての効果が高いと考えられた。

　給餌に用いたヤクシカとイノシシの間で、大牟田市動物園の大型肉食獣

に嗜好性や採食行動の大きな違いは観察されなかった。現在、多数の個体

が駆除されているシカとイノシシのどちらを動物園の大型肉食獣に屠体給

餌に用いても、環境エンリッチメントの効果は大きくは変わらないものと

考えられる。また、皮剥ぎしたイノシシ屠体の給餌においても、皮付きの

屠体の給餌における際の摂餌や行動と大きな違いは見られなかった。この

ことから、皮剥ぎした屠体の給餌においても環境エンリッチメントの効果

は見られると考えられる。

　また、給餌後の便の状態は良好であり、肉や骨がほぼ完全に消化され、

野生下のように毛が多量に含まれていた。難消化物を適度に含むことで整

腸作用も期待できる。

4.2.  低温殺菌処理による影響

　

　加熱処理を行った肉は、非加熱の肉とは食感が変化している。今回実施

した低温殺菌処理は肉質の変化を抑える加熱処理であるが、それでも肉質

の変化は生じている。しかし、大牟田市動物園の大型肉食獣においては、

冷凍処理のみのヤクシカ屠体と低温殺菌処理したヤクシカ屠体の間に、嗜

好性や採食行動の減退や嫌悪などの負の影響は観察されなかった。このこ

とから、低温殺菌処理を施した屠体の給餌においても、非加熱の肉と同様

の環境エンリッチメントの効果が得られることが確認できた。これにより、

E 型肝炎ウイルスや重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスなどによ

る衛生的な問題を解決できることが確認できた。今後、低温殺菌処理を施

した衛生的な屠体を給餌に用いることにより、安全かつ環境エンリッチメ

ントの効果が高い屠体給餌を実施することができる。

4.3.  見学者の反応

　アンケート調査の結果から、見学者の屠体給餌に対する感想は肯定的に

捉えられていることが示された。その要因として、来場者に対して給餌前

に実施した説明に対し、90.9％の回答者が分かりやすいと回答していた

ことから、説明の仕方や内容によって異なる感想を得る可能性があると考

えられる。また、給餌に対する飼育動物の反応、もしくは飼育動物の反応

と来場者の期待や想像との相違が、見学者の抱く感想に影響を与える可能

性があると考えられる。また、屠体は頭部および内蔵が除去され、生きて
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いる状況から異なった形態に処理されたことが、脊椎動物であることが与

える見学者への心理的負担（Ings et al., 1997）を軽減した可能性がある。

　この取り組みが動物園の魅力を高めるかどうかを検証するにあたり、見

学者の多様な目的に対応できるかどうかを指標として用いた。来場者は、

飼育動物が幸せかどうかに関し、「どちらでもない」の回答が最も多かっ

たことから（81.8％）、飼育動物の幸福度に対する関心は高くないと考え

られる。しかし、「動物本来の姿を見せることで動物園の魅力を高める」

と考える来場者は 90.9％を占め、屠体給餌を通じて肉食獣らしさを展示

することは、来場者の満足度を高めることができると考えられる。そして、

屠体給餌の活動をより広く公開すべきであると考える来場者が多かったこ

とから、この活動は来場者の満足度を高める効果があるといえる。また、

屠体給餌の活動に対する感想は、異なる目的を有する来場者の間に有意差

は示されず、目的に拘わらず積極的に公開した方が良いと考えていること

が示された。動物園の主な役割でもあり、かつ来場者の目的の過半を占め

る「学び」と「娯楽」の両方の目的を満たす活動であることが認められた

ことから、屠体給餌が動物園の展示として普及することは、動物園の役割

を高めることに寄与すると期待される。

4.4. 今後

　これまでの屠体給餌では、まだ動物園の大型肉食獣に与える影響を詳細

に調査するには至っておらず、今後は行動観察を密に行うなどして、環境

エンリッチメントとしての各行動における効果の強弱の明確化や継続的な

屠体給餌による慣れ等による効果の変化など詳細な効果を検証して行く。

　また、全国的に有害鳥獣の駆除が行われている現状にあり、駆除個体は

動物園の近隣においても生じている。今後、駆除された野生獣を日本各地

の動物園で大型肉食獣に屠体給餌していく場合には、屠体の供給はその地

域から行うことが理想である。輸送や保存の低コスト化を図ることができ

るとともに、地域の課題をその地域で解決を図っていくことが重要である。

このような地域の課題解決に向けた活動を各地で広げていくためにも、屠

体の衛生的な処理方法、飼育された大型肉食獣に対する屠体給餌の適切な

方法、および見学者に対する獣害問題と飼育動物の動物福祉の問題を考え

る教育的見学プログラムといったマニュアルを作成していきたいと考えて

いる。

　「Wild meǽt Zoo」の団体名には「野生（wild）と動物園（zoo）が獣肉

（meat）を通じて出会い（meet）動物園の新しい価値を創造しながら地域

とつながってゆく。」との想いが込められている。また、九州大学「持続

可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム」は問題が生じている現場に

実際に赴き、その問題の関係者と共に問題解決を図って行くことを目標と

している。今後も地域の獣害問題と動物園における動物福祉の問題に関わ

る人々からステークホルダーを見出し、科学コミュニケーションの手法を

用いて合意形成を図ることで、地域の獣害問題に対する新たな視点や動物

園の新たな社会的価値を生み出していきたい。 
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細谷忠嗣　ほそや　ただつぐ

専門は昆虫学。主にコガネムシ上科甲虫の生物地理に関する研究を行っている。現在、獣害問題に関連する研究も。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授　環境モジュール
Wild meǽt Zoo 理事

伴和幸　ばん　かずゆき

ライオンやヤマアラシなどを担当。トラなどで日本初のトレーニングによる無麻酔採血を成功させる。

大牟田市動物園　飼育技師・学芸員
SHAPE-Japan 事務局
Wild meǽt Zoo 理事

大渕希郷　おおぶち　まさと

世界初の “ どうぶつ科学コミュニケーター ” としてフリーランスで活動中。
夢は、今までにない科学的な動物園をつくること。

フリーランス科学コミュニケーター
Wild meǽt Zoo 代表
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九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授　環境モジュール
Wild meǽt Zoo 理事

伴和幸　ばん　かずゆき

ライオンやヤマアラシなどを担当。トラなどで日本初のトレーニングによる無麻酔採血を成功させる。

大牟田市動物園　飼育技師・学芸員
SHAPE-Japan 事務局
Wild meǽt Zoo 理事

大渕希郷　おおぶち　まさと

世界初の “ どうぶつ科学コミュニケーター ” としてフリーランスで活動中。
夢は、今までにない科学的な動物園をつくること。

フリーランス科学コミュニケーター
Wild meǽt Zoo 代表



48 49

西村直人　にしむら　なおと 三木望　みき　のぞむ

太田徹志　おおた　てつじ

宋閻徳嘉　そう　えんとくか

九州大の産学官連携プロジェクトとして糸島ジビエ研究所を設立。「自然の一員としての捕獲と共生」を理念に、
九州大学・産・官・地域と連携し持続可能モデルの構築に取り組んでいる。

生態学を専攻。主に植物を扱っているが、昆虫や哺乳類にも興味あり。

専門は森林計画学。主に森林リモートセンシングについて研究を行っている。 中国遼寧省出身。主に金魚を実験動物としストレスに関する研究。現在、野生動物及びマダニ媒介感染症に関
連する研究も。

糸島ジビエ研究所／浮嶽くじら処理加工組合組合長
ふくおかジビエ流通促進協議会事務局長／ Wild meǽt Zoo 理事

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム　環境モジュール
九州大学大学院システム生命科学府生態科学研究室　一貫性博士課程３年

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター助教　環境モジュール

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム　健康モジュール
九州大学大学院システム生命科学府　一貫性博士課程４年
糸島ジビエ研究所

田川哲　たがわ　さとし 穆云妹　MU  Yunmei

楠戸建　くすど　たける
齊藤礼　さいとう　あや

専門は植物生態学、保全生態学。島根県東部農林振興センターにて鳥獣対策を担当中。行政と研究者を繋ぐ橋
渡しをしていきたい。

中国出身。専門は免疫化学。

専門は農業経済学・環境経済学。主に農業における公共財の自発的供給とその消費者評価、およびその調査に
おける欠測の問題について研究を行なっている。

ライオンやモルモットなどを担当。昨年の 10 月までは、熊本地震で被災した熊本市動植物園から避難していた
ユキヒョウのスピカを担当していた。

島根県東部農林振興センター
Wild meǽt Zoo 監事

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム　健康モジュール
九州大学大学院システム生命科学府　一貫性博士課程４年

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム　環境モジュール
九州大学大学院生物資源環境科学府　博士後期課程 3 年 大牟田市動物園　飼育技師

御田成顕　おんだ　なりあき

白新田佳代子　しろにった　かよこ

雷陽　らい　よう
椎原春一　しいはら　しゅんいち

専門は森林政策学。主にインドネシアと宮崎の盗伐問題を研究している。 専門は環境経済学。主に世界の産業構造の変化と環境影響について研究を行っている。

中国出身。専門は心理学。主に認知心理学について研究を行っている。 動物園のコンセプトを「動物福祉を伝える動物園」に定め、飼育動物の幸せな暮らしにつながる取り組みを、
来園者と共に考え実践している。

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター講師　環境モジュール

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム　環境モジュール
九州大学大学院経済学府経済システム専攻　博士後期課程 3 年
日本学術振興会特別研究員

九州大学持続可能な社会を拓く決断科学プログラム　健康モジュール
九州大学大学院人間環境学府　修士課程２年 大牟田市動物園　園長
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