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前文 
 

アメリカ動物園水族館協会(AZA)の認定機関は、すべての AZA 認定基準に加えて、関連するす

べての現地法、州法、野生動物連邦法や規制を遵守しなければならない。 
 

 本マニュアルで扱う内容に関した AZA 認定基準を、赤く囲み表示し、付録 A にまとめた。 
 
AZA 認定基準は常に改変・追加されている。AZA 認定機関の職員は、AZA 認定基準のすべて

について知り、理解しておく必要がある。本マニュアルに掲載されていない内容についても、AZA
のウェブサイト(www.aza.org)で確認すること。 

AZA 認定基準 
(1.1.1) 施設は関係するすべての現地法、州

法、連邦法を遵守しなければならない。AZA
認定基準は、時には法規制よりも厳しいもの

であることを理解し、これらの場合でもAZA
認定基準を満たすようにしなければならな

い。 

序論 

 
分類 
表 1：チンパンジーの分類 

項目  分類  

界 Kingdom 動物界 Animalia 
門 Phylum 脊椎動物門 Chordata 
綱 Class 哺乳綱 Mammalia 
目 Order 霊長目 Primates 
科 Family ヒト科 Hominidae 
亜科 Subfamily ヒト亜科 Homininae 
 
 
種・絶滅危惧の状況 
表 2：種と絶滅危惧の状況 

属 種 名前 アメリカの状況 IUCNの状況 AZAのプログラム 
Pan troglodytes チンパンジー 絶滅危惧 絶滅危惧 SSP 
 
 
基本情報 
この飼育マニュアルに記載された情報は、AZA 分類諮問委員会(TAGs)や種保存委員会(SSP)、生物学

者、獣医師、栄養士、繁殖生理学者、行動学者、研究者などの専門家から得られた、動物の飼育管理の

知識を集めたものである。これらの情報は、動物の飼育管理に使用されている最新の科学や管理法、飼

育技術に基づいており、必要な基本情報を提供することで、動物福祉を向上させ、生息域外チンパンジ

ーたちの飼育について理解する、貴重な情報源となるだろう。本飼育マニュアルは、新しい情報が追加

され、最低でも 5 年ごとに更新される“生きた文書”として考えてほしい。 
AZA 認定機関である動物園や水族館の職員の、教育と訓練を主な目標として、情報を記載した。飼育

マニュアルに記した推奨事項は、管理方法や餌、医療処置、慣習を制限するものではなく、各施設の動

物各個体や現場の事情に合わせる必要があるかもしれ

ない。赤枠で囲まれた文章以外のマニュアル本文中の

文章は、AZA の認定基準を示したものではない。チン

パンジーを飼育する AZA 認定機関は、関連するすべ

ての現地法、州法、野生動物連邦法や規制を遵守し、

これらの法規制よりも厳しい AZA 認定基準に合わせ

る必要がある(AZA 認定基準 1.1.1)。 
飼育マニュアルの最終目標は、チンパンジーの優れ

た飼育管理を促進させることで、AZA 認定機関におい

て、より素晴らしいチンパンジーの福祉を確保することである。チンパンジーの飼育管理における成功

が、最終的には、AZA 認定機関におけるチンパンジーの保全に貢献し、次世代のために将来にわたって

チンパンジーを確保することができるだろう。本マニュアルの情報を補うには、動物園や水族館におけ
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るチンパンジーの飼育管理について、より詳しいガイドラインや推奨事項を記載した「飼育チンパンジ

ーの飼育管理(英名：Care and Manegement of Captive Chimpanzees)」(Brent 2001)を参照して欲し

い。この本は、以下で購入することができる。 
www.asp.org/research/aspbook/Volume2.html 
 

自然史 
Pan 属は、Pan paniscus(ボノボ)と Pan troglodytes(チンパンジー)の 2 種で構成される。チンパンジ

ーは、かつてはサハラ砂漠の南と西の端から喜望峰へかけてのアフリカに広く分布していたが、現在は

赤道近くの森林やサバンナに点在するだけになっている。多くの地域で絶滅し、現在はアフリカの 22
カ国(アンゴラ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国(CAR)、コンゴ共和国、

コートジボワール、コンゴ民主共和国(DRC)、赤道ギニア、ガボン、セネガル、ガーナ、ギニア、ギニ

アビサウ、リベリア、マリ、ナイジェリア、ルワンダ、シエラレオネ、スーダン、タンザニア、ウガン

ダ)で確認できる(Butynski 2001、西田ら 2001)。 
チンパンジーは、アフリカの赤道付近にある熱帯雨林に関わる様々な生息地に暮らす。熱帯雨林は、

一般的に赤道に近い低地に広がり、年間降水量は少なくとも 60 インチ(1500mm)で、4 ヶ月以下の乾季

がある(Oates 1986）。以前は、チンパンジーは深い一次雨林だけに生息すると考えられていたが、最近

の研究(Itani 1979)により、栄養と繁殖の必要性に合わせた多様な戦略をとり、森の奥深くから森林と

サバンナが混在する開けた土地まで、低地から比較的標高の高い場所まで使用していることが明らかに

なった。これは、チンパンジーという種のすばらしい柔軟性と適応性を示している(Fulk と Garland 
1992)。 
チンパンジーとヒトは、他の大型類人猿とともに、似たような進化の歴史を共有してきた(図 1)。チ

ンパンジーは(ボノボ同様)、遺伝的に最もヒトに近い種である。分析の方法によっては、ヒトとチンパ

ンジーは、その遺伝子構造の 99.4％を共有している。この類似性により、チンパンジーは人間とともに、

ヒト属に分類しなおそうという主張もあった(Wildman ら 2003)。この独特な分類方法は、現在では広

く受け入れられていない。遺伝的にはチンパンジーはゴリラより、よりヒトに近い動物種であることに

注意してほしい。 
 

図 1：大型類人猿の系統樹 
 

分岐の順番に注意。テナガザル、オランウータン、ゴリラと遺伝的に分

離してヒト系統となる。チンパンジーとボノボの線は、約 600 万年前にヒ

トの線から分離した。 
 

大型類人猿トラストの図を利用： 
www.greatapetrust.org/primates/ index.php 
 
 
 
 

 
本書内の動物飼育のガイドラインと推奨事項は、チンパンジーだけに焦点をあてたものである。 こ

の種は、西アフリカの P. t. verse、ナイジェリア東部およびカメルーン西部の P. t. vellerosus、中央ア

フリカの P. t. troglodytes、東アフリカの P. t. schweinfurthi という 4 つの分断された地域に分けるこ

とができる(Yerkes 1943、Reynolds と Reynolds 1965、Napier と Napier 1967、Wolfheim 1983、Tuttle 
1986;、Boyd と Silk 1997)。 
 
身体的特徴 
チンパンジーは、黒もしくは褐色がかった黒い毛を持つ大型で強健な霊長類であり、顔や手、足には

毛がなく、肌はピンク色で、日光や年齢とともに色は暗くなる。チンパンジーは対向する親指を持つ。

尾はないが、子どもは白い尾の房を持って生まれ、成長すると消える。雌雄間の性的二型はほとんど確

認できないが、オスはわずかに大きくなる傾向がある。 ニシチンパンジーは二足で立つと身長 3～5 フ

ィート、体重 60～150 ポンドで、動物園の個体は少し大きい傾向がある。雌雄ともに、頑丈な顎と大き

な犬歯のある強い歯を持つ。鼻は平らで、目の上が隆起している。 
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亜種は、地理的情報で区別することが多いが、体の特徴の違いも報告されている。これら特徴の差は、

誕生時に顕著であり、年を取るとともに弱まる。体の特徴の違いに見られる個体差や年齢変化は様々な

ので、正確な地理的情報や遺伝的評価をしないまま、亜種を識別するのは難しい。AZA のチンパンジー

種保存委員会では、動物園個体群の亜種レベルでの管理をしていない。しかし、ヨーロッパ動物園水族

館協会(EAZA)がおこなうヨーロッパ絶滅危惧種プログラム(EEP)など、他のいくつかの地域委員会では、

亜種レベルで管理している。日本動物園水族館協会(JAZGA)は、以前に亜種レベルで管理しようとした

が、実現不可能であることから、単一種としての管理に切り替えている。 
Morbeck と Zihlman(1989)は、ゴンベストリーム国立公園(タンザニア)のチンパンジーから得たデー

タから、飼育チンパンジーや他の野外調査地のデータと体のサイズを比較した。包括的なものではない

が、これらのデータは、ある部位について形態学的な測定をした際の参考範囲として利用できるだろう。 
 
保全の状況 
チンパンジーは、IUCN レッドリスト基準で厳格に認定された“絶滅危惧種”であり、CITES 付属

書 1 に掲載されている。西アフリカの一部では、亜集団はどんどん小さくなり、断片化されてきている。

また、大型類人猿の長い世代時間を考えると、西の２つの亜種はためらうことなく絶滅危惧種に分類さ

れる。中央と東の亜種は、多くの地域でブッシュミート(食用)として狩猟されている(東アフリカの狩猟

は、まだ比較的低いレベルであるが)。材木の伐採も、多くの中央チンパンジーの生息地を分断する原因

になっている。 
だが面白いことに、チンパンジーは USFW の種の保存法(ESA)では“バラバラ登録”されており、野

生のチンパンジーは“絶滅危惧種”だが、飼育下繁殖のチンパンジーは単に“絶滅のおそれのある種”

である。そのため、飼育下生まれのチンパンジーは、商用化(繁殖や販売、ペットとして購入)すること

ができ、侵襲的な生物医学研究に使用することができる。 
 



第 1 章 飼育環境 

8 
 

AZA 認定基準 
(S1.5.7) 健康を脅かす天候から、飼

育動物を守らなければならない。 

AZA 認定基準 
(S10.2.1)  水道や暖房、冷房、換

気、浄水場などといった、動物飼育

のために重要な生命維持装置を完

備し、警報機や緊急バックアップシ

ステムを備えておく。すべての機械

設備は、記録管理システムにより明

らかになる保守整備下におく。特殊

な装置は、保守契約下で維持する

か、訓練の記録を特別装置の指定の

維持のために訓練を受けた職員に

見せなければならない。 

第１章 飼育環境 

 
1.1 温度と湿度 

AZA 認定の動物園や水族館は、健康を害する天候から飼

育動物を守らなければならない(AZA 認定基準 1.5.7)。チン

パンジーは、様々な気温に耐えることができるが、いつでも

快適な範囲の気温を選べるよう、チンパンジー自身が操作し

たり、選択したりできるようにする。屋外放飼場には、日光

や風雨をしのげる場所を作る。いつでも居室や木陰、隠れ家が利用できたり、チンパンジーの手の届か

ない場所に防水シートを立てたりすると、快適な空間になるだろう。丘や造園、岩場などは、逃れる場

所をある程度は提供するかもしれないが、あまり考慮の必要はない。じゅうぶんな数の隠れ家を用意し

(3～4 個体につき１つなど)、優位個体が他の群れメンバーの利用を邪魔しないようにする。隠れ家など

の好まれる空間をしっかり考慮しておけば、これらの場所をめぐる個体間の争いを減らすことができる。 
 

寒い場合 
気温が 10℃以下の時には、暖かい場所に移動できるようにする。温風機や床暖房、温まった岩場、輻

射式暖房器などを使って、局所的に暖かい場所を作る。USDA(米国農務省)の規定では、屋内全体の温

度は、4 時間以上連続して 7℃を下回るべきではないとしている(AWR 2005)が、AZA のチンパンジー

種保存委員会は、通常の状況下で 24 時間利用できる 15.6℃以上の場所を作ることを推奨する。チンパ

ンジーは寒すぎると、震える、自分の体を抱くといった、人と同じ不快を示す行動をする。 
 

暑い場合 
チンパンジーが耐えることのできる気温の上限についてはよくわかっていないが、新鮮な空気が適度

に流れる 29℃の環境なら、チンパンジーに悪影響を及ぼさないようだ(Fulk と Garland 1992)。チン

パンジーは暑すぎると、呼吸が荒くなり、活動量が減る。野生のチンパンジーは、暖かい時期や乾季に

は、地上で過ごす時間が長くなるが(Takemoto 2004)、それは体温維持や水分損失を防ぐのに効果的な

のかもしれない。飼育施設内では、地面近くより高い場所のほうが暑くなりやすいので、管理者は、施

設内の温度勾配に気をつける。 
暑い時には、温度調整として浅いプールや小川(深さ 2 フィート(61cm)以内)、スプリンクラー、噴霧

器などの、水に関わるものが使用できる。スプリンクラーを使う場合、装置部分はチンパンジーが直接

触れないよう保護しておく。放飼場内の気温調整には、扇風機や冷却パイプなどの冷却装置も使える。

暑い時には、チンパンジーがこうした温度勾配に近づくことができることが重要である。 
 
湿度 
本来のチンパンジーの生息地は、非常に湿度の高い場所(低地の熱帯雨林)から、乾燥した場所(セネガ

ルやタンザニアのチンパンジーの北限生息域)まで分布する。後者の場所では、1 年を通して湿度は大き

く変動する(Goodall 1986)。動物園や水族館での屋内湿度は、

乾季のゴンベと同じ 30～70％の範囲にする(Clutton-Brock 
1972)。天候の影響で、屋外の湿度が極端に高くなったり低く

なったりする場合は、湿度をある程度緩和する屋内へ、チンパ

ンジーが自由に移動できるようにする。上記に記載した温度制

御の装置の多く(スプリンクラーや扇風機、日陰など)は、湿度

を高める効果もある。特に湿度が低い時には、チンパンジーが

いつでも水が飲めるようにする。 
 
気候制御装置 

AZA 認定園館で、気候制御に依存した展示をする場合は、

飼育動物のために緊急生命維持装置と緊急バックアップシス

テムを備えなければならない。また、すべての機械設備は、文

書化された予防保全プログラムにより管理しなければならな
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AZA 認定基準 
(S1.5.9) 飼育施設は、魚類や鰭脚

類、鯨類、その他水生動物のために、

水質の管理を定期的に実施しなけ

ればならない。水質結果や化学薬品

の添加について長期的に記録をつ

け、文書として保持しなければなら

ない。 

い。特殊な装置は、保守契約のもとで所有するか、規定の保守作業ができる訓練を受けた職員に書類を

提出しなければならない(AZA 認定基準 10.2.1)。AZA のチンパンジー種保存委員会では、重複化され

た 100％外気排出の強制湿度 HVAC (冷暖房空調)設備を推奨している。これは、オフィスビルや学校、

病院などに設置されているものとよく似たもので、100％の外気排出により、においを最小限にできる

効果もある。動物の場合、空調設備が故障した時に安全な場所に移動することが難しいので、こうした

設備はヒト用の建物に設置されるものより、より余裕を持たせる。 
これらの設備が故障した際には、重複によりバックアップする必要がある。メーカーが推奨するメン

テナンスを、定期的に実施しなければならない。これらの設備には、有害化学物質やガス漏れ、火災や

煙、部品の故障や温度範囲を監視する警報機を装備する必要がある。警報機の解除設定は、適切に対応

できる訓練された特定の人がおこなう。 
 
 

1.2 光 
 AZA 認定園館で飼育するすべての動物に対し、光の波長域や強さ、照射時間について、慎重に考慮す

る必要がある。チンパンジーに対しても同様、光の波長域や強さ、照射時間を慎重に考慮する。光は温

度と同様、飼育空間全体にわたって強さや波長域の勾配ができる。光がフルスペクトルとなる場所もい

くつか作り、チンパンジーが望む場合には、その場所を選択できるようにする。天窓がある屋内施設な

ら、日中は自然光を取り込むことができるが、そうした場合でもフルスペクトル光が、展示場に浸透で

きない場合もある(ガラスが紫外線を防止、吸収するなど）。動物が長期間(1 週間以上)、自然の太陽光を

浴びることができない場合には、太陽電球(推奨)や電球型蛍光灯が必要となる。ヒトやチンパンジーの

ようにビタミンDが必要な動物(第 5章の 5-1参照)は、自然光照明(波長域 290-315nm、最大換算 297nm)
が必要である。 
屋内施設での明るさは、飼育員が効率よく施設を掃除でき、動物が屋内のどの場所にいても見えるぐ

らいにする必要がある。医学的な緊急時には、補助照明(一時的なスポットライトなど)も必要となるだ

ろう。一般的に照明器具は、飼育空間の外側に、チンパンジーに壊されないよう距離をじゅうぶん取っ

て設置する。ヒトの刑務所などで使われている産業用品質の設備は、様々な状況での過度な力に耐えら

れるよう作られているので、チンパンジー屋内居室の夜間照明によく利用されている。照明は、放飼場

内の水がかからず、割れても飛散しない適切な場所に設置する。電球型蛍光灯は、チンパンジーエリア

に隣接する飼育員の作業場によく使われるが、その場合は破損防止のためのプラスチックカバーに入れ

ると良い。 
 チンパンジーは、赤道直下に生息する動物であり、12 時間の明暗サイクルは、多くの場合適切だと言

える。北の大地で冬の間ずっと屋内で過ごさなければならない状況でも、1 日のうちの 9～14 時間をチ

ンパンジーが明るい場所で過ごすことができれば、病気になったという報告はない。この点において、

チンパンジーは順応性があると言えるだろう。冬の数ヶ月間、チンパンジーたちがより長い時間を明る

い場所で過ごせるよう、さまざまな照明設備やタイマーを利用すると良いだろう。 
 
 
1.3 水質と空調 
  AZA 認定園館は、水生動物のために水質の管理を定期的に

実施し、水質調査結果や化学薬品添加などの記録は、長期間保

管しなければならない(AZA 認定基準 1.5.9)。水質の変数を選

択的に監視すれば、動物に供給された水が正しくろ過され、殺

菌されているかを確認できる。さらに高品質な水は、水生動物

のために実施される動物健康プログラムを高めることになる

だろう。 
 
水質 
飲料用水だけでなく、チンパンジーに与えるすべての水が、飲んでも安全で清潔なものにする。掃除

の回数は、動物の使用頻度や藻の成長具合により変わる。プールや堀の消毒に使うすべての化学薬品は、

動物への安全性と効果の有効性について獣医師が確認し、現場に化学物質安全性データシート(MSDS)
を置いておく。その他の飲料源(lixits 給水ボトルなど)の水は、メーカーが推奨した方法で、水質を定期

的に管理する。 
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チンパンジーが昼夜問わず、新鮮で清潔な水を手に入れることができるようにする。水は様々な形や

大きさの容器に入れて与えることができ、手動でも自動でも簡単に洗ったり追加したりすることができ

るが、自動給水装置を使うのも便利だろう。水飲み場は、展示場内の群れの全個体が利用できる高さに、

複数設置する。給水ボトル(Lixits)を壁の高い位置に設置すると、若いチンパンジーが届かないこともあ

るので、こうした個体には他の方法で水を与えるようにする。 
 
空調 
米国農務省(USDA)の規則では、屋内施設は健康と快適さのために常時じゅうぶんな換気をおこない、

悪臭や隙間風、アンモニアレベル、結露を最小限にすべきだとしている(AWR 2005)。換気には、窓や

通気口、換気扇、空調設備を使う。環境温度が 29.5℃以上になる時には、補助換気をおこなう必要があ

る。 
居室などの小さな空間や、高密度で動物を飼育している場合には、1 時間に 10～15 回の換気が推奨

される。これは、無菌手術室や検死室、廃棄物保管場所など、汚染の可能性がある場所と同じ回数であ

る。動物の飼育空間に導入する空気は、新鮮なものでなければならず、再循環させずに排気する(できる

だけ動物の部屋の空気を 100％、もしくは同等ぐらいに交換する)。相互汚染を防止するため、空調設備

の設置場所は、霊長類施設の場所と区別しておくべきである。 
 
 
1.4 音と振動 
音と振動に対する感受性 
チンパンジーは、特に 1～8 kHz の音を聞き取っている。こうした音の感受性は、ヒトの音声コミュ

ニケーションに重要な中音域の周波数(2～4 kHz)に対する感受性が相対的に欠如している部分以外は、

ヒト(20 Hz～20 kHz)ととても似ている。そしてヒトと比べると、比較的低い周波数(250Hz 以下)の感

受性が低く、一方で旧世界ザルや新世界ザルと同様、高い周波数の感受性がより高い(Kajima 1987、 
Martínez 2004)。チンパンジーは、ヒトよりも 1 オクターブ高い音を聞き取ることができる(Prescott 
2006)。 
 動物園では、チンパンジーに聞こえる音や振動に対して配慮する。少し昔の動物園によくあるハード

な設計(丈夫で掃除が簡単)の屋内施設では、音が響きすぎる環境だった。そうした残響による音の集中

が、類人猿の誇示行動を刺激していた可能性もあるが、この推測を実証するデータはない。アンソニー

(1963)は、実験動物での雑音耐性に関するデータがないことを指摘し、その種本来の生息地と同様の音

響環境を作ることを提案した。防音材には、掃除が簡単な素材を利用する。例えば、ポリプロピレンや

ナイロン、レキサンといった強化プラスチック素材を、類人猿のドアやドアノブなどに使うことで、類

人猿が誇示行動をしている時の、過度な騒音を減らすことができる。また、自然で録音された“音風景”

は、機械の動作音を緩和し、聴覚を豊かにする効果もある(Coe ら 2001)。理想的には、動物がこうした

環境の中で、大きな音を選びたいか、避けたいかという選択ができるようにすべきである。聴覚エンリ

ッチメントに関しては、本誌 8.2 に記載した。 
 
音の発生源 
動物園に暮らすチンパンジーに関わると推測される音の発生源は以下のとおり。 
 チンパンジーの飼育空間やそれに隣接する空間での建設音。実際に建設する時の音や、作業に

携わる人の音。 
 機械の作動音。冷暖房設備、空調機、モーター、水道管、自動散水装置、扇風機などのファン

の音、洗浄機、ポンプやフィルターなどの流水装置、送風機やチェーンソー、芝刈り機などの

園芸用装置の音。 
 人。飼育員や来園者など。 
 檻の扉の開閉。 
 飼育施設のコンクリートや床、壁。 
 他のチンパンジー。 
 都会の音。サイレンや飛行機、電車、車など。 
 雑音。ラジオやテレビ、スピーカー、動物園の遊具、電話、コンピュータ、ビデオモニター、

カートなど。 
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音の大きさ、対処および制御 
チンパンジーの近くで工事する必要がある場合には、チンパンジーが建設現場からできるだけ離れた

場所で過ごすことができるよう計画をたてる。例えば、屋内工事を春から夏の間におこなう予定にすれ

ば、工事中でもチンパンジーたちは屋外で過ごすことができる。すべての建設作業は、チンパンジーの

動きに合わせる必要がある。つまり、動物たちが他の場所に移動してから作業を始め、動物たちがその

場所に戻ってくる時までに作業を終えるようにする。 
 機械設備は、機械から発生する騒音ができるだけ外に漏れないよう、壁と扉で囲まれた部屋に設置す

る。騒音をできるだけ小さくするために、防音装置付きの扉を閉めきっておくと良いだろう。毛布やカ

バーなどの遮音物を壁に吊るしたり、機器周辺の安全な場所に設置したりしても、騒音は軽減する。機

械室から延びる通気孔も、騒音が伝う原因になるので検討する。チンパンジーの飼育空間に設置したパ

イプやファンなどは、すべて日常的に管理し、ガタガタ、ミシミシ、キーキーなどの音がしないか確認

しておく。すべてのパイプを絶縁処理しておけば、ガタガタ音は軽減する。パイプ同士が交差したり、

お互いにぶつかったりする所では、より多くの包装が必要となるかもしれない。すべての装置について

日常的に予防的な保守管理をしておけば、ベルトの軋みやファンの歪み、通気管の異音といった機械音

を減らすことができるだろう。 
コンピュータやビデオデッキなどは、人が不在になる時には電源を切り、夜間はカバーをかけておく

と良い。さらなる防音が必要な場合は、飼育員はその場所にパソコンが必要かについても検討する。こ

うした種類の装置は、ヒトには聞こえないがチンパンジーには聞き取れる高い周波数の音をたてている

ことがある。 
チンパンジーと一緒に、もしくはチンパンジーの周囲で日常業務をおこなう職員は、動物の環境にど

れだけの騒音を無意識に加えているかについて、認識するべきである。チンパンジーが日常さらされる

騒音のほとんどが、飼育員の日常業務から発生するものである。洗浄や清掃、ラジオ、音楽、檻の開閉、

扉の開閉、高圧洗浄機や電動工具といった機械、電話、大声での会話、怒鳴り声などの騒音は、意識さ

えすれば簡単に減らしたりなくしたりすることができる。飼育員の活動性が高い日に、チンパンジーの

群れ内での喧嘩が増加するという研究結果もある(Lambeth 1997)。 
近年の研究では、ヒトでも聴覚刺激で快適になることがあるので、仲間や生息地での自然な(種特異的

な)音はもちろん、野生では一般的でない音(音楽など)でも、“聴覚エンリッチメント”としての価値が

あるのではないかと考えられている(Wells 2009 レビュー参照）。ラジオ放送は、複雑で多様な聴覚刺激

であり、実験室で育ったチンパンジーのケンカや興奮を抑え、社会的結束を強めることも明らかになっ

ている(Howell ら 2003)。エンリッチメントとしての有用性を評価するには、その刺激の速度や性質と

いった要素についても考慮する必要があるだろう。またヴィデアンら(2007)は、チンパンジーの社会的

交渉を増やすには、歌声の入った音楽より器楽曲の方が効果的なことを発見した。一方、歌声の入った

音楽は、攻撃的行動を減少させた。さらにこの研究では、速いテンポより遅いテンポの歌声の入った音

楽の方が、オスの攻撃性を減少させるのにより効果があることを明らかにしている。つまり、これらの

結果は、飼育チンパンジーでは、聴覚エンリッチメントを実施することで効果が得られる可能性を示唆

している。 
職員は、チンパンジーの飼育施設を、単に仕事場としてではなくチンパンジーの家と理解し、ヒトと

同様に考えることで、自分が出す音の大きさについてより注意を払うことができるだろう。職員は、チ

ンパンジーと一緒に作業する時はもちろん、チンパンジーが興奮したり怒ったりして大声をあげている

時でも、冷静さを保つよう心掛ける。チンパンジーの叫び声より大きな声で叫ぶことは無意味だし、誰

もがよりストレスを感じるだけである。興奮気味のチンパンジーの群れとうまく仕事をするには、ヒト

へ慣らせ、落ち着かせることが一般的であり、経験のある飼育員は経験の浅い職員に、準備や訓練につ

いてのかけがえのない指導者になることができる。飼育員は、チンパンジーのまわりでは絶対に冷静さ

を保つということに対してじゅうぶん理解する必要があるが、これは時として、とても難しいことかも

しれない。職員は、チンパンジーと一緒に仕事をする際に、「扉を開ける必要がある」、「閉める必要が

ある」などということを理解してもらうために、作業と同時に手の合図を使って意思伝達することがで

きる。騒音が出る作業を近くですることが避けられないような場合は、チンパンジーがすぐ近くにいな

い時に騒音が出る道具を使っての作業をおこなうか、音を抑える毛布を使う。熊手の代わりに箒を使っ

たり、バタンと閉まらない扉にしたり、必要であれば詰め物をしたり、叫んだり大声での会話をやめた

りすることができる。 
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個体差についての追記 
人間でも個人差があるように、チンパンジーもそれぞれの好みや経験によって、音に対する耐性がさ

まざまであると思われる。これらを決定づける証拠はないが、チンパンジーを担当する飼育員は、一緒

に仕事をする中で各個体を観察し、それぞれの個体の許容範囲を推測することが重要である。 
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AZA 認定基準 
(1.5.2) 展示場はできるだけ生息地

を再現し、その種の社会的、行動的

欲求を満たすじゅうぶんな個体数で

展示する。単独展示は、生物学的に

その種で正しい時以外は避けなけれ

ばならない。 

第 2 章 施設設計と設備 

 
2.1 空間と複雑さ 
すべての空間が、動物の身体的、社会的、行動的、精神的欲

求に合ったものになるよう、施設の設計についてよく考える。

展示場はできるだけ生息地を再現し、動物その種の社会的、行

動的欲求が満たされる個体数で飼育する(AZA 認定基準 1.5.2)。 
チンパンジーは、アフリカ赤道付近に広がる熱帯雨林のさま

ざまな場所で暮らしている。熱帯雨林は通常、赤道近くの低地

に広がり、年間降水量は少なくとも 1500mm、乾季は 4 ヶ月

以下である (Oates 1986)。以前は、チンパンジー (Pan 
Troglodytes)は深い一次熱帯雨林に暮らすだけと考えられていたが、近年の研究により(Itani 1979)、密

林から森とサバンナが混じる開けた場所まで、低地から比較的高地まで、栄養や繁殖の必要性に合わせ

多様な戦略をとることが明らかになってきた。このことは、この動物種の柔軟性や適応性が、非常に高

いことを示している(Fulk と Garland 1992)。 
チンパンジーの飼育施設を設計する際には、構築物や木、大きな岩、アリ塚、日陰、雨宿りができる

場所、隠れ家、洞穴といった、設備についても適切に設計する。これらを設置することで、居住環境の

複雑さが増し、退屈が減少し、行動の多様性が引き出される。飼育チンパンジーの子どもやワカモノに

とっても、登ったり、枝やツルを揺らしたり、樹上で遊んだり、おやつを探したりできる環境は身体を

正常に発達させるうえで不可欠だろう(Coe ら 2001)。チンパンジーに与える空間は、種固有の行動や心

身の発達、社会関係、環境の複雑さ、幸福感、行動の豊かさ、観察、来園者教育を促進すべきものであ

り、できるだけチンパンジー自身が環境をコントロールできるようにすべきである(Fulk と Garland 
1992)。チンパンジーという種は活発な動物なので、飼育環境も移動や探索ができるようにすべきだが、

一方でプライバシーや休憩場所も必要である。参考のために、資料 K にチンパンジーの行動目録を掲載

した。設計時に特に考慮すべきことについては、以下の種固有の行動で記す。 
 
移動 
野生では、チンパンジーが木を伝って遠くに移動することはあまりなく、地上を移動することが多い

(van Lawick-Goodall 1968)。しかし、一部の個体、特にワカモノは、枝から枝へブラキエーションをす

る。移動の最も一般的な形は、後肢をわずかに曲げ、体を前方に傾けた四足歩行である。チンパンジー

は二足歩行ができるが、この方法で移動するのは短距離のことが多い。 
飼育環境では、垂直と水平の両方向に移動できるようにする。空間内のすべての三次元を動き回ると

いうチンパンジーの能力が、常に最大限発揮できるよう工夫する。小道や階層をたくさん作れば、移動

方法の多様性や選択肢が増えるだろう。チンパンジー展示でよくある失敗は、構築物が高い場所で繋が

っていないために、構築物それぞれが独立してしまっていることである。つまり、チンパンジーはこれ

らの表面を登り降りできるが、それらの間を使って高い位置での移動ができない。高さのある場所で運

動できる機会を与えることが、重要である。動物園や水族館では、自然物、人工物に関わらず構築物の

高さ制限はないが、できるだけ長期にわたって安全でなければならない。例えば、屋外展示に非常に高

い構築物を作る際は、チンパンジーが構築物の頂上から外壁を飛び越えてしまわないよう、壁からじゅ

うぶんに離すようにする。構築物と外壁の間が 6.1m(20 フィート)あれば、たいていの場合じゅうぶん

だが、他の要因(跳躍の角度や握ることのできる手掛かりなど)も考慮しておかなければならない。 
Ross と Lukas (2006)は、動物園での空間利用について調査し、チンパンジーは高さ 7.6m(25 フィー

ト)の垂直の階層すべてを利用するが、最高地点に近い空間をより好むことを明らかにした。さらに、出

入口や衝立、角の近くで予想より長い時間を過ごしていた。このように施設は、垂直な階層を移動でき、

自由に距離を取れ、チンパンジーが守られ、安心を感じる角度の付随空間を提供することで、チンパン

ジーたちの好みを満たす環境を提供しなければならない。 
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誇示行動 
種固有の誇示行動ができるよう、チンパンジーが物を動かし、叩き、振り回し、投げることのできる

環境を与えることが重要である。それらの物は適切に固定し、施設や他のチンパンジー、飼育員、来園

者を傷つけたりしないよう注意する。 
 

採食 
野生のチンパンジーは、日中起きている時間の 50～60%を採食に費やしている。地上からはるか上方

の樹上で、果実や種子、やわらかい葉を食べることもあれば、地上で、植物の根や塊茎、草を食べるこ

ともある。ナッツを割ったり、果物のとげをとったり、アリを釣るため道具を使うなど、野生のチンパ

ンジーが食べるほとんどの物が、何らかの加工を必要とする。動物園や水族館では、食べ物をばらまい

たり隠したりすることで、チンパンジーが食物を探し、加工し、食べる時間が大幅に増加する。それに

加えて構築物を設置することで、チンパンジーの樹上採食を再現でき、採食に使う時間や運動の機会が

増加する。人工アリ塚などの装置を設置すれば、チンパンジーが食べ物を探す必要ができ(第 5 章、5.2
を参照)、採食を促進し、道具の使用する能力を効果的に見せることができる(Fulk と Garland 1992、 
Coe ら 2001)。植物が再生できるじゅうぶんな広さ(と植生)がある場合には、自然な採食行動を引き出

すために植物や木を植える戦略を使うべきである。チンパンジーの放飼場に植物が育たない場合は、枝

葉や適切な植物を追加して与える(植物についての追加情報は第 5 章、5.2 を参照)。 
 
休息と睡眠 
野生では、チンパンジー(独立前の子どもを除く)は、毎日の終わりに植物を使ってベッドを作る。ベ

ッドは、高さ 9～12m(29.5～39.4 フィート)の位置に作られることが多い。ベッドは毎晩新しく作られ

るが、再利用されることもある。野生のチンパンジーは 1 日の半分をベッドで過ごすので、飼育下でも、

これは重要な要素と考えるべきである(Pruetz と Mcgrew 2001)。夜間にチンパンジーを屋内や屋外展

示場に出している場合も、居室に収容する場合も、ベッドを作る場所や高い場所の寝棚を提供しておく

(Coe ら 2001)。素材がじゅうぶん快適ならば(深い植物のベッドや、ベッド作りのためのたくさんの乾

草や麦藁、麻布など)、チンパンジーは地上で寝ることもある。チンパンジーたちが休息のためにベッド

を作れるよう、葉や干し草、麦藁、枝、毛布、その他適当な素材を、必ず与えるようにする。 
 
展示場の設計 
屋外や屋内空間に必要なものを決める際には、チンパンジーの社会的行動における社会構成とその変

化についても考慮する。野生では、個体間の関係や群れが変化していく複雑な離合集散社会の中で生き

ている(Goodall 1986)。飼育環境を設計する上で最も大変なことは、それぞれの個体の年齢や性別、性

格などに合わせて複雑で流動的な社会交渉がおこなわれ、それが促進される設計要素を組み込むことで

ある(Coe ら 2001)。次に述べる項目は、飼育レベルに合わせてチンパンジーの施設に設置することを検

討すべきものであり、チンパンジーの飼育管理といった独特な観点に、部分的に対応できるだろう。 
 体重計(第 8 章、8.1 を参照)。 
 採尿場所。チンパンジー各個体の健康状態を日常的に評価するために必要(第 8 章、8.1 を参照)。 
 育児室や人工保育室。群れの近くで子どもを育てることができる(第 7 章、7.5 を参照)。 
 治療空間。チンパンジーを建物から運び出すことなく、簡単な医療処置ができる(第 6 章、6.6 を

参照)。 
 隔離室。個体や小集団を群れから一時的に分ける必要がある場合に使用する(第 6 章、6.6 を参照)。 
 拘束装置。チンパンジーが安心して入るよう訓練し、麻酔の必要性を減らす(第 6 章、6.5 を参照)。 
 調査場所や観察場所。飼育する上で不可欠なデータの収集をおこなう場所(第 10 章、10.1 を参照)。 
 作業場。最適な管理ができるようにする(Fulk と Garland 1992)。 
 復帰エリア。視覚と嗅覚による接触ができる隣接した部屋を格子で仕切った“あいさつ”エリア

(第 4 章、4.3 を参照)。 
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施設の複雑さ 
飼育環境で根本的に考えるべきことは、デザインの複雑性である。これは環境 (例えば、地形や木、

日陰、日なた、構築物、アリ塚、丈の高い草、地面がむき出しの場所、湿った場所、小川、池、大きな

岩、なめらかな場所、でこぼこした場所、そして様々な景色や音など)のすべての変化のことである。施

設の設計時に、野生チンパンジーが経験する複雑性や多様性をまねることは、チンパンジー固有の行動

と発達を促進させる大きな助けとなるだろう(Fulk と Garland 1992)。 
 
エンリッチメント 

USDA(米国農務省)は、ヒト以外のすべての霊長類においては、心の幸福を促進するために、行動と

環境のエンリッチメントを日常的に提供し(そして記録し)なければならないとしている(AWR 2005)。特

に屋内に閉じ込めている間のエンリッチメントは、必要不可欠である。類人猿では、適切なエンリッチ

メントがおこなわれないと、攻撃や異常行動の増加に関わるようだ(Maple 1979、Clarke ら 1982、
Maple と Hoff 1982)。居室には多様なエンリッチメント装置を取り付け、心の幸福の促進に役立つ新奇

性を持たせ続けるために、装置は頻繁に交換し(Fulk と Garland 1992)、使用後は掃除ができなければ

ならない。エンリッチメントを交換する最適頻度を決定づける確実なデータはないが、新しい設定にチ

ンパンジーがストレスを感じたりすることがない限り、エンリッチメントはできるだけ頻繁に限り替え

るべきである。ロープやツル、その他の吊るすエンリッチメント(給餌器やパズルのような)を多様に取

り付けて設置することで、それらの変化を促進することができる。設置する際にはどのようなエンリッ

チメントでも、安全性と毒性について考慮する。飼育員と管理者、獣医師で、新しい装置をいつ設置す

るかについて話し合う。 
 
コントロール 
野生では、チンパンジーはその環境をかなりコントロールしている。それを裏付ける経験的証拠はほ

とんどないが、チンパンジーが飼育環境のできるだけ多くの面をコントロールできるようにすることは、

幸福を増加させるのに役立つという考えが広がっている。コントロールの要素には、社会的パートナー

や微環境(屋外や日陰、好きな場所に行けるなど)を選べるということはもちろん、暖房や給水器、音楽

の調整や、食物を撒く装置の操作といった、より複雑な操作も含まれる。 
 
目隠し 
目隠しは、チンパンジーの展示場を設計する時にとても重要だと考えられている。目隠しは、仲間は

もちろん来園者からの視線を避けるためにも重要である。チンパンジーの行動と福祉における来園者に

よる影響についての研究結果はバラバラだが、チンパンジーが来園者から簡単に見ることができない展

示空間に行けるようにすべきだという考えは、広く受け入れられている。目隠しは、仲間からの攻撃か

ら逃れる場所を与えるという点でも役に立つ。目隠しの形や方法は、丈の高い草や茂み、半透明の布や

ネットといったものから、頑丈な壁や岩まで、様々なものがある。いろいろな種類の目隠しがあると良

い。飼育下では、群れ動態への望ましくない影響が観察されており、動物園の来園者があまりにも多い

と、親和的行動が抑制され、攻撃性が増加するとの報告もある(Chamove ら 1988、Wood 1998)。この

ような影響を減らすため、動物の放飼場の高さをあげ、来園者通路を低くするということが、霊長類の

飼育施設の設計において推奨される(Chamove ら 1988)。動物園に暮らすゴリラの研究では、来園者の

影響を和らげる迷彩ネットが効果的であり、ゴリラの攻撃や異常行動が減少する(Blaney と Wells 
2004)。 
 
屋外への移動 
屋外環境への移動は、チンパンジーを長期飼育する際の重要な要素として、様々な理由で推進されて

きた。Baker と Ross による研究(1998)では、屋内収容のみと、屋外へ移動できるチンパンジー2 個体

と 3 個体の行動を比較したところ、屋外へ移動できる場合の方が、異常行動(糞食や吐き戻しなど)やあ

くび(緊張に関する行動)、過度の自己グルーミングが、有意に少なかった。これらの結果は、屋外への

移動がチンパンジーの行動に大きな影響を与えることを示しており、AZA のチンパンジー種保存委員会

は、すべての展示施設で、1 年の大半を屋外へ移動できるようにすることを推奨している。 
 
個体への配慮 
展示設計で最終的に重要な要素は、多様な個体差に対応できるようにすることである。例えば、AZA
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チンパンジー種保存委員会では、高さのある展示空間(6.1m(20 フィート)以上)を主張しているが、こう

した空間が使えない障害個体や老齢個体のために、構築物や寝床を提供するよう考慮すべきである。 
 
敷材 
野生のチンパンジーが暮らす実際の地面は、柔らかい素材と硬い素材が混じっている(石や土、草、落

葉や落枝など)。現代の飼育施設では、土や砂、干し草、麦藁、落ち葉などの“自然”素材が試されてき

ている。柔らかく、より快適な敷材を与えることは、関節に関わる病気はもちろん、行動にも良い影響

を与えるだろうし、深さのある敷材は、種特有の採食行動を促進するものとしても期待できる。AZA 加

盟園館で一般的に使われている深さのある敷材は、様々な大きさのウッドチップを床に深さ 0.3～
0.9m(1～3 フィート)、床や排水溝をすべて覆う形で敷きつめたものである。敷材の管理は、乾燥を防ぐ

ために表面を湿らせ(ゴミを取り除き)、清潔を保つために表層を裏返し、減った分のウッドチップを追

加する。糞は毎日取り除く必要があるが、尿は排水口へと流れる。この方法をおこなう施設の最近の経

験から、深さ 0.6～0.9m(2～3 フィート)の場合、すべての敷材を 2～3 年ごとに交換する必要があるこ

とがわかった。 
深い敷材を使っても、他のベッド素材が使えなくなるわけでもないので、昔からのコンクリート床の

施設なら特に、こうした素材を与えることが重要だろう。野生チンパンジーは夜眠る時に、枝葉でベッ

ドを作る。飼育園館のチンパンジーに枝や藁、細断紙、毛布などを与え、自然なベッド作りを促し、野

生本来の行動を促進させるためにも、これらの素材は動物園や水族館の環境に不可欠なものだと言える。

ベッドや寝床に使う素材は、毎日便や尿を確認し、定期的に交換する。 
 
給水 
水は、給水器や小川、池(深さ 0.6m(2 フィート)以下)、噴霧器、滝、噴水で与える。これらは常に利

用できる(流水)か、飼育員かチンパンジーによる操作で断続的に利用できるようにする。水源は、小さ

な個体や大きな個体に合わせ、展示場の違う場所や異なる高さに設置する。自動、手動に関わらず、す

べての給水装置が正しく作動するか、確認作業を毎日おこなう。 
 一般に、チンパンジーの大人は深い水を避ける傾向にある。チンパンジーは泳げないし、その体脂肪

率では浮くことができないため、深い水堀は重大な事故が起こる可能性がある。水深が浅い場合でも、

溺死することがある。AZA チンパンジー種保存委員会の獣医アドバイザーによる病理報告では、動物園

や水族館のチンパンジーの死因で、溺死が相当数あると指摘している(Gamble ら 2004)。チンパンジー

飼育施設やその周囲で使用する水源は、深さ 0.6m(2 フィート)以下にし、もし子どもが水辺に行ける場

合は、より浅くする。もし堀がすでにある場合は、チンパンジーが水から出られる簡単な通路を用意し

ておく。 
 
展示場の大きさ 
チンパンジーを動物園や水族館で飼育するのに必要な最適サイズを推測するのは難しい。USDA によ

る空間の大きさの最低基準は、25kg(55 ポンド)以上の研究所飼育類人猿の個体や群れでは、奥行 2.33
㎡(25.1 平方フィート)、高さ 213.36cm(84 インチ)としている(AWR 2005)。動物園では、体重 50kg(100
ポンド)を超える個体のために、より広い面積が求められる。以下に示すように、より広々とした放飼場

が推奨される。 
 空間の質に影響を与える多くの要因は、おそらく、チンパンジーが空間の量をどうやって把握するか

に大きな影響を与える。これらの多くの要因についてはこのマニュアルで取り上げているが、最も重点

的に配慮すべきことは 1)構築物の質と量、2)日陰の場所と量、3)目隠しの位置と量、4)エンリッチメン

トの場所と量、5)群れの大きさと構成だろう。AZA のチンパンジー種保存委員会は、これらの配慮すべ

きこととともに、チンパンジーの適切な展示空間に対して以下のガイドラインを提案する。 
 小さい群れ(5 個体以下)の場合、屋内外の空間は少なくとも 2000 平方フィート(185.8 ㎡)、利

用可能な高さ 6.1m(20 フィート)以上の空間を与える。 
 大きな群れの場合は、より大きい展示施設が必要であり、5 個体から 1 個体増すごとに 92.9

㎡(1000 平方フィート)増やす必要がある。例えば、新たに 10 個体からなる群れの展示を計画

するなら、屋内外の展示場は約 650 ㎡(7000 平方フィート)で、ほぼ 1 年中使えるものにする。 
 チンパンジーは、環境内で気に入った場所を使う傾向があるが、大きすぎる空間を与えること

による悪影響について実証的証拠はないと記しておくことも重要だろう(Ross ら 2009)。その

ため、これらのガイドラインを大幅に超える空間を提供することは、容認するというよりむし
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AZA 認定基準 
(10.3.3) すべての動物用施設(展示

場や居室、病院、隔離室)は、動物の

身体的、社会的、心理的幸福を提供

するために、じゅうぶんな大きさと

複雑さがなければならない。展示場

は、動物の行動を豊かにする様々な

ものを設置しなくてはならない。 

ろ、チンパンジーにより多くの選択肢を与えるという前提の下、推奨される。 
 屋内外どちらの飼育エリアでも、展示施設の改修で大木や岩などの設備を移動させたり取り換

えたりする必要が出た時など、大きなものを搬出入できるようにすべきである。 
 
 展示場の大きさと複雑さ、動物全体の幸福についてよく考

慮する必要があるのと同様、展示場や居室、病院、隔離室と

いったすべての施設の設計と大きさにも配慮する(AZA 認定

基準 10.3.3)。居室の大きさや配置、空間利用が、その施設

で安全に飼育できるチンパンジーの数を決定することにな

るかもしれない。居室がじゅうぶん広く、複雑な環境なら、

ひどいケンカを防ぎ、チンパンジーの心理的欲求が満たされ

るだろう(Coe ら 2001)。展示場と同様、屋内施設の実寸を

評価するのも難しい。Fulk と Garland(1992)は、大人と若

者オス 6 個体、メス 8 個体、そして独立していない子どもからなる群れのじゅうぶんな空間は、少なく

とも合計 425 ㎥(15,000 立方フィート)の 2 つの放飼場と、それぞれ最低 2.8 ㎥(1,000 立方フィート)の
居室 6 つだと示唆している(Fulk と Garland 1992)。適切な居室の広さは、綿密な配置、空間を分ける

ことができるか、空間利用の方法に依存する。一般に AZA チンパンジー種保存委員会は、一時的な居

室(寝室など)には、1 個体につき 9.3 ㎡(100 平方フィート)、高さ 4.6m(15 フィート)以上を推奨してお

り、チンパンジーは就眠時や一時的な隔離時(清掃や医療処置、導入の時など)にそこに収容される。麻

酔から回復する際に使用できる比較的天井の低い(1.5～2.4m(5～8 フィート))小さな空間があると良い。

最後に、屋内空間の配置を、熟考することも重要である。屋内空間(一時的なものを含む)では、弱い個

体が仲間に追い詰められてケガをしないよう、袋小路になるのを避け、迂回路(回り道)を作ることも、

最も重要なことのひとつである。 
 
社会的配慮 
社会的な環境でチンパンジーを飼育するには、じゅうぶんな空間を提供する必要がある。しかし、あ

る状況下では、ある期間だけ、群れから 1 個体を隔離する必要があるかもしれない。USDA は、ある個

体が過度に攻撃的な時や老齢などによる衰弱時、病気の感染が疑われる時に、チンパンジーを隔離飼育

する必要性を認めている。隔離飼育する場合は、彼らの健康や安全、幸福に有害があると認められない

限り、他のチンパンジーへの視覚的、聴覚的な接触は許すようにする(追加情報は第 6 章、6.6 を参照)。 
 群れが利用できる空間の絶対量は、起こりうる社会的関わりの形に影響するかもしれない。野生では、

個体密度は大きく異なり、様々な森林の種類による植物密度や下生えの有無、食物分布、果実の結実様

式など、その生息地の特徴により影響を受ける。野生のチンパンジーはしばしば、3～7 個体からなる“パ
ーティー”を形成し、その構成を常に変えながら移動する。パーティーの大きさは、集団内の各個体の年

齢や性別、生殖状態などに合わせ、良く似た生息地タイプ内でも変わる。展示空間は、異なる形のパー

ティーを形成でき、また様々なパーティーで適切な社会的交渉が起こるのにじゅうぶんな大きさが必要

である。比較的大きな群れを収容できる環境を設計することで、その種の特徴的な社会交渉の幅も広げ、

心の幸せも促進できるだろう(Fulk と Garland 1992)。 
 チンパンジーの飼育施設で考慮すべき重要なことは、どの個体も仲間との個体間距離が選べるように

することである。チンパンジー自身が、仲間と一定の距離を離れることができるだけのじゅうぶんな空

間を与える。これは、広い空間を提供しなければならないだけでなく、空間全体に適切な目隠しを効果

的に配置することで達成できる。 
 
施設の清掃 
生活環境を清潔で安全に保つことで、病気の伝染も防ぐことができる。動物福祉法では、屋内の主要

施設は、少なくとも毎日清掃するよう求めている(AWR 2005)。展示場の消毒は、たいていフェノール

系消毒剤や次亜塩素酸ナトリウム、または第四級アンモニウム消毒剤を使っておこなう。チンパンジー

が接触するすべての面(移動用檻や拘束用具を含む)は、手作業でこすり洗い、よく濯ぎ、ゴム製ワイパ

ーで水気を切る。可能なら月 2 回、高圧洗浄か蒸気洗浄をして、表面に溜まった有機物を取り除くと良

い(Lee と Guhad 2001)。 
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AZA 認定基準 
(11.3.1)  動物の展示場や居室はす

べて、動物の脱出という不測の事態

を防ぐものにする。 

AZA 認定基準 
(11.3.3) 放し飼いの動物は、集団飼

育の動物や放し飼いの動物、来園者

に必要以上の脅威を与えないよう、

特に注意する。来園者と接触できる

環境で飼育する動物は、注意深く選

び、監視し、思いやりを持って扱う。 

AZA 認定基準 
(11.3.6)  来園者が動物に手で触れ

る以上に接触する場所すべてに、ガ

ードレールや柵を設置する。 

屋内放飼場 
チンパンジーが接触する室内のすべての面は、清掃手順を考えて設計する。多くの面が、清掃や消毒

ができるよう、滑らかでゴミや水分を通さないようにできている。ベッドを作ることができる屋内空間

は、使っている素材に合わせて掃除をおこなう。屋内放飼場の設計では、鋭利な縁は避け、凹凸面は清

掃に大きな労力が必要となる。毎日の清掃と消毒だけでなく、チンパンジーの乱暴な扱いにも耐えるこ

とができるよう、建物は耐久性のある材質でなければならない。チンパンジーが触る可能性のある表面

は、錆びたり、塗装が剥がれたり欠けたりしないようにする。木材は構築物に適した素材であり、消毒

はできないが、ひどく汚れたときには取り替えることができる。 
 
屋外放飼場 
屋外展示場の清掃方法は、地面の種類によりさまざまである。土や吸収性のある素材を使った自然な

屋内外の展示場は、定期的に部分掃除をする。これにより、動物が糞や食べかすに触るのを避け、病原

体や害虫の数を減らすことができる。ウッドチップといった生物素材の使用は、細菌の量を制御する。

清掃頻度は、展示場の大きさと個体数による。ロープや消防ホース、麻布といった通気性のある素材は、

頻繁に取り換えるか蒸気洗浄をする必要がある。 
 
池や堀 
池と堀は、飲んでも安全な水で満たされているよう、定期的に確認する。清掃頻度は、動物の使い方

と藻類の生え具合による。池や堀の消毒に使う化学薬品は、動物への安全性と有効性について獣医師に

より承認されたものでなければならない(第 1 章、1.3 も参照)。 
 
追加情報 
チンパンジーの自然な行動パターンを考慮した適切な空間設計についてのより詳しい情報は、“チンパ

ンジーの飼育管理”(Brent 2001)の第 1章(Pruetzと McGrew 2001)と第 2章(Coeら 2001)を参照のこと。 
 
 
2.2 安全性と設備 
 放し飼いにする動物は慎重に選択し、その動物たちとそれ

を見る人々の安全確保のために監視し、思いやりを持って取

り扱う(AZA 認定基準 11.3.3)。 
 AZA 認定施設の動物展示場や居室はすべて、動物の脱出と

いう不測の事態を防ぐものにする(AZA 認定基準 11.3.1)。す

べての場所の安全性を確保するため、施設設計は慎重に検討

し、特に移動扉やゲート、ヒト用出入口、固定装置、展示場

の壁面や構築物に注意する。 
 障壁は、チンパンジーのための空間を明確にし、ヒトとチ

ンパンジーを分ける。来園者とチンパンジー、両者の安全が

最優先事項でなければならない。来園者が動物と接触できる

展示では、それらの空間を分けるガードレールや柵が必要で

ある(AZA 認定基準 11.3.6)。 
 高い可視性が確保できる環境でありながらも、来園者とチン

パンジーの距離が近い設計で、両者を守る必要性とのバランス

をとるべきである(Fulk と Garland 1992)。壁は、木材やガラ

ス、金属、金網、コンクリートなどのさまざまな材料でできて

いる。それらは、チンパンジーの活動に持ちこたえる方法で建てられ、天井をふさいでない場合は、登

れないようにしなければならない。チンパンジーがその空間から登ったり跳んだりして逃げようとする

動機づけは、社会的な圧力があったり、大音量に驚いたり、チンパンジー本来の知能や好奇心などの多

くの要因によって刺激される。屋外展示場の塀の高さは 5.2m(17 フィート)あれば、チンパンジーを収

容するのにたいていの場合大丈夫であると証明されている。しかし、展示場では、飛んだ時の高さが出

ないように、木や構築物、坂などの利用を制限するよう設計しなければならない(Coe ら 2001)。条件が

整えば、チンパンジーは水平方向に 6m(20 フィート)跳ぶことができる(Coe ら 2001)。木の枝や構築物

を使っておこなう誇示行動では、跳躍距離がもっと伸びることがある。 
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収容壁 
飼育施設の収容壁は、チンパンジーの力や手の届く距離、高い可視性の必要性、飼育員とチンパンジ

ーの安全な接触の必要性、清潔で健康的な環境に保てる必要性などを考慮する。コンクリートや溶接金

属、硬い金属板などの素材が、チンパンジー用の居室を作る際に利用できる。鉄格子は、チンパンジー

の手が通ってしまうため、一般的には使われていない。チンパンジーが手を通すことのできる柵は、ヒ

トに届かないよう、第２柵(金網を追加)を取り付けるか、動物の手の届く範囲とヒト(来園者や飼育者)
との間に、じゅうぶんな空間を設けるべきである。 
 すべての扉は、扉のフレームにドアをしっかりと閉める複数の鍵を付けたり、リモコン操作の扉に南

京錠を使ったりするなど、丈夫な南京錠をいろいろ組み合わせて二重鍵にすべきである。鍵は、資格が

あり訓練された職員のみに持たせる。 
 USDA は、主要施設は以下のように建設し、維持すべきと義務づけている。尖った個所がなく、チン

パンジーが怪我をせず、安全に収容し、放飼場が不意に開かないようにし、必要ない動物が施設に入っ

たりチンパンジーと物理的に接触したりせず、清潔で乾いた場所でチンパンジーが暮らし、チンパンジ

ーに不適当な極端な気温や天候から守られる避難場所を提供する(AWR 2005)。飼育員の展示場への入

り方を考慮するのは重要であり、展示場の複数の場所に接触場所を作り、それらは最優先事項として安

全でなければならない。 
 チンパンジー放飼場の境界として考慮すべき他のことは、その土地の野生生物とチンパンジーの接触

防止度である。チンパンジー展示の多くにおいて、ウサギやリス、スカンクなどその土地の動物が、チ

ンパンジー展示場の中に入ることができる。ほとんどの場合、チンパンジーから攻撃を受け、野生生物

は死ぬ(食べることはめったにない)(Ross ら 2009)。場合によっては、動物原性感染症の伝染源になる

ことがある。 
 
水堀 
チンパンジー放飼場の障壁として水堀が使われてきたが、AZA チンパンジー種保存委員会は推奨しな

い。一般的に、チンパンジーの大人は水を避ける傾向があるが、例外もある。浅い水堀は、逃亡防止に

じゅうぶんな障壁とならないし、深い水堀は、深刻な危険を引き起こす可能性がある。というのも、チ

ンパンジーは泳げないうえに、チンパンジーの体脂肪率では水に浮くこともできないからである。チン

パンジーは、浅い水でも溺死することがある。この危険をできるだけ少なくするため、水深は 0.6m(2
フィート)を超えないようにする。チンパンジーが水から出て放飼場に戻りやすいよう、浅い水堀の場合

でも、手すりや石段を設置する。 
 
安全区域 
チンパンジーは、並外れた逃亡の達人である。そのため、チンパンジーが普段暮らす屋内施設から逃

げないよう、二次安全区域を作って封じ込める必要がある。封じ込め区域は、安全区域の一部を分ける

のが一般的な方法である。最も警戒が必要なのは、チンパンジーが使用する空間である。二次安全区域

は、この一次封じ込め区域の外に作り、チンパンジーに手当などが必要になる時や、再びチンパンジー

を一次安全区域に戻す時にも使えるようにする。こうした二次区域は、チンパンジーを閉じ込めるだけ

でなく、怪我をさせないよう設計する必要がある。二次安全区域では、有害物質を含む電球や、感電す

るような電気器具の使用を避ける。すべての設備は壁にしっかり固定する。金網の場所や“射撃場所”

を作り、必要時には資格のある職員がチンパンジーを保定できるようにする。天井に金網を付けて、チ

ンパンジーが通風管やパイプ、照明、消火スプリンクラーを使って逃亡しないようにしている施設もあ

る。三次安全区域は、職員や研究者、手伝い用の空間である。この空間には、調理室や道具入れ、更衣

室が含まれる。資格のない職員が使う機械整備室などの空間は、展示場の外から入るようにする(Coe
ら 2001)。 
 
推奨事項 
夜間に展示場を利用できるようにすると、チンパンジーの運動と場所の選択肢が増えるので有用な方

法といえるが、設備の安全性は、ヒトとチンパンジーの安全を守るための最も重要な事項である。チン

パンジーがより頻繁に空間を利用できるよう、特別な安全機能についても考えるべきである。一晩中屋

外のオープンエリアに出入りできるようにするには、二次封じ込めとして高圧線を使うと良い。電線へ

の電力の供給は、太陽光発電で支援をおこない、停電時には自動的に電圧を保つようにする。屋外放飼
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AZA 認定基準 
(11.2.3) 非常時手順はすべて文書

化され、職員やボランティアに配布

しておく。実際の非常時には、適切

な非常時手順をすぐにおこなえるよ

うにする。これらの手順は、火災、

天災、職員や来園者の怪我、動物の

脱出という 4 つの基本的非常事態に

対応すべきである。 

AZA 認定基準 
(11.6.2) 警備員は、施設職員や契約

社員に関わらず、その施設の方針と

手順に基づき、すべての非常事態に

対処する訓練を受ける。時には、警

備員の判断で非常事態に対処する可

能性もある(発砲など)。 

場に一晩中出入りする機会を与える場合は、職員は、構造がしっかりしているか、構築物の安全確保、

エンリッチメント装置や木が安全でびくともしないかなど、展示場のすべての設備の確認を非常に入念

におこなわなければならない。飼育員が仕事を終了する間際に、すべてのチンパンジーをいったん収容

し、屋外放飼場を確認し、そして一晩中出入りができるよう再びチンパンジーを屋外に出すと良いだろ

う。もし、悪天候が予想されたり、今にも崩れそうな天候だったり、強風が吹くような場合は、展示場

で木がなぎ倒される危険もあるため、チンパンジーを屋外に出さないようにする。 
 一晩中、屋内展示場へ出入りできる場合は、飼育者や他の職員らは、危険の可能性を最小限にするた

め、その区域は常時使われている、もしくは使われるだろうと認識すべきである。これらの区域は常に

鍵をかけ、道具や機具などは放飼場周辺から片付けておく。チンパンジーが 24 時間使用できる屋内展

示場は、建物で囲まれていないあらゆる場所に二次封じ込め区域を作る。天窓や窓の付いた屋内放飼場

の場合は特に注意が必要で、棒やおもちゃ、道具などを使ってもチンパンジーが届かず、安全であるこ

とを確認しておく。もし届いてしまうようなら、天窓や窓は逃亡防止用に頑丈な格子などで覆っておく。 
 一晩中ではないにしろ、放飼場にチンパンジーがいることが簡単にわかる簡単な掲示を作り、職員が

見やすい場所に設置すれば、飼育員交替時の伝達ミスを減らすことができるだろう。 
 
害虫駆除 
施設設計時に、害虫駆除を重要因子として考慮するべきである。ゴキブリは、狭く暗い場所を好む。

鉄柵枠と石壁との隙間や鋼管枠の溝といった小さな隙間は、ふさぐべきである。取り付け台や戸棚、棚

は壁から離し、家具のまわりを開放的にして、害虫に隠れ場所を与えないようにする。金網製の開架棚

を使うのも、害虫の隠れ場所を制限するのでよいだろう。排水口の蓋を水切り籠にぴったりと合うもの

にすれば、下水を伝って虫やネズミが移動するのを防ぐことができる。屋内においても屋外においても、

設備が多ければ、そこがネズミの住処となる。食物の存在が、おそらく最も決定的な要因となる。ネズ

ミは本来夜行性なので、一日の終わりに食べかすを取り除けば、ネズミの問題は減るだろう。 
 
非常安全対策  
非常安全手順はすべて文書化し、非常時にすぐ利用できるよう、

職員やボランティアに配布しておく(AZA 認定基準 11.2.3)。非常

時に備えた職員訓練をおこないこれらの訓練記録は保管する。警

備員は、その施設の方針や方法を厳守して、すべての非常事態に

対処する訓練を受けなければならないが、それぞれの非常事態に

応じて対応する場合もある(AZA 認定基準 11.6.2)。 
 
火災 
火災報知器の設置を推奨する。報知器は、自動的に消防署とチ

ンパンジー飼育員と管理者に連絡が行くよう設定する。チンパン

ジー施設での火災安全計画では、非常扉が開き、一年のどんな時

でもチンパンジーが安全な屋外放飼場に出られるようにする。対

策案には、チンパンジーの安全確保のため、普段は非常安全手順

の建物に行かない宿直職員の訓練についても含む。なぜなら、そ

れらの人々は飼育員がいない時に、おそらく火災現場に最初にい

るからである。チンパンジー担当職員全員が、消火器を適切に使

う訓練をし、その区画一帯の消火器を、保管し整備する。 
 
天候 
防災袋(後述のリストを参照)は、まとめて建物に常備し、3 ヶ月おきに確認と評価をおこなう。チン

パンジー飼育施設は、ハリケーンや竜巻といった厳しい天候の時でも理想的な安全空間であるために、

通常は、開口部や大きい窓が少ない、厚いコンクリートの壁で囲まれた構造をしている。高い天井や排

水管も、厳しい天候時の建物の安全性を高めるだろう。 
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AZA 認定基準 
(11.2.4) 施設は、緊急時に素早く連

絡できる通信システムを持たなけれ

ばならない。 

AZA 認定基準 
(11.2.5) 規約書は、地元警察や救急

機関などとともに作成し、緊急への

応答時間を明記する。 

ハリケーン 
チンパンジー施設におけるハリケーン対策は、ヒトのハリケーン対策と同様であるべきである。すべ

てのチンパンジーを屋内に収容し、チンパンジーと一緒に待機する職員分を含めた数日分の飲料水と食

物を備えておく。 
 
暴風雨や竜巻 
チンパンジー施設における暴風雨や竜巻対策は、ヒトの暴風雨や竜巻対策と同様であるべきである。

すべてのチンパンジーを屋内に収容する。飼育員は、強風で割れる可能性のある大きなガラス窓から離

れた場所へ動物を移動させる。竜巻が過ぎた後は、以下のことをおこなう。 
 落下した送電線に気をつけ、崩壊場所に立ち入らない。 
 ラジオを聞き、情報や指示を集める。 
 懐中電灯を使って建物の損傷を調べる。 
 どんな時もロウソクは使わない。 

 
洪水や地震 
日常よりその地域の危険性を理解し、防災袋およびチンパンジーと飼育員全員分の食料と水を携えて

おく。 
 
防災袋 
 応急手当用具一式と主要な薬 
 缶詰と缶切り 
 １人あたり 3 ガロン以上の水(ヒトおよびチンパンジー用) 
 防護服、ベッド、寝袋(ヒトおよびチンパンジー用) 
 電池式ラジオ、懐中電灯、予備電池 
 子どもや老人、障害者用の物品 
 当局から依頼があった時に電気やガス、水道を止めるための説明書(天然ガスの利用再開には専門

家による作業が必要) 
 以上の物資は、柄の付いたプラスチックコンテナなど、防水式で可動性のある容器に保管する 

*赤十字社のウェブサイトより www.redcross.org  
 
 防災訓練は、少なくとも年に 1 回は基本的な形で実施し、すべての職員が緊急時の手順を確認し、調

整が必要となる問題個所を発見するようにする。手順通りに進み、職員訓練として効果的であり、非常

時の対処として正しいか改善すべきかを知るため、訓練は記録し、評価されるべきである。こうした訓

練記録は保存し、手順の改善があればその都度、適切に書き記

す。AZA 認定園館は、緊急時に素早く連絡できる通信システ

ムを持たなくてはならない(AZA 認定基準 11.2.4)。 
 チンパンジー保有施設は、チンパンジーなどの危険動物の逃

亡に関して、地元の消防や警察、救急隊員などと取り決めをお

こなうべきである。施設側は、逃亡時の責任範囲を明示することができる。例えば、動物園敷地内では

動物園職員が責任を持つが、敷地外では、市や郡の救急救命士

が権限を持つ、などである。 
 AZA 認定園館は、地元警察や救急機関などへの連絡をいつ

どのようにするかについて相談し、緊急への応答時間について

も定めた規約書も保有しなければならない(AZA 認定基準

11.2.5)。チンパンジーの逃亡は大きな危険性を含むため、緊急への応答時間は連絡後 10 分以内にすべ

きである。 
 
動物種固有の特徴 
潜在的に危険な動物を飼育する AZA 認定園館は、これらの動物による攻撃や負傷を防ぐための適切

な安全措置をとらなくてはならない(AZA 認定基準 11.5.3)。本来、チンパンジーの狩りでは、群れの時

でも単独でも、ほかの動物を殺したり食べたりする。チンパンジーは縄張りを守るだけでなく、既存の

縄張りを広げようとする時にも、知らないチンパンジーを殺すこともある。チンパンジーは知能が高く、
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AZA 認定基準 
(11.5.3) 潜在的に危険な動物(サメ

やクジラ、トラ、クマなど)を飼育す

る施設は、これら動物による攻撃や

負傷を防ぐため、適切な安全対策を

持っておく。適切な対応手順には、

攻撃による傷害への対処も含む。こ

れらの対策は、これらの基準を含め

た防災訓練に必要で、日常的に実践

されなければならない。事故で負傷

者が出るたびに、事故原因の概要や

怪我の処置、安全対策で変更をおこ

なった内容を記し、施設は、事故日

から 5 年間準備し、維持しなければ

ならない。 

身軽で、人間の何倍も強い。ペットとして育てられたチンパンジーは、ヒトに攻撃し、重傷を負わせる

ことがある。 
 
安全手順 
飼育員は、チンパンジーと安全に接触することを推奨する。

例外は、子どもを人工哺育する場合である(ガイドラインの 7.5
を参照)。 
 新しいチンパンジー飼育員は、チンパンジーの行動につい

て徹底的に訓練を受けるだけでなく、一緒に働くことになっ

たそれぞれの個体の好みや個性についての教授も受けなけれ

ばならない。チンパンジーとの信頼関係を築くのには時間が

かかり、ヒトもチンパンジーもそれぞれのペースで関係を発

展させるということについて強調しておく。 
 新しい職員の訓練では、チンパンジーを実際に直接扱う段

階が必要であり、チンパンジーと飼育員双方の安心感に合わ

せて発展させる。もし飼育員がその近さに不安を感じる場合

は、チンパンジーへ給餌したり移動したりするのに、ヒトに

潜在的に危険な状態を引き起こす可能性があるので、この要

因について職員訓練中は常に注意深く考慮しなければならな

い。すでにチンパンジーと関係を築いている飼育員は、新入

職員がチンパンジーと一緒に仕事をする間、質問に答えたり

指示を与えたりできるよう傍にいるべきである。 
 
動物の攻撃に対する非常対応策 
動物の攻撃に対する非常対策を定め、職員はその手順を訓練する(AZA 認定基準 11.5.3)。もしチンパ

ンジーが、安全対策が施されていない区域まで逃げてヒトを襲えば、動物園職員によって逃亡チンパン

ジーは射殺されるかもしれない。動物園職員による非常時対応チームは、逃亡動物がヒトを襲ったり、

動物園の敷地外に出るといった場合に、射殺する必要があるだけの危険性がある動物かについての概要

を示しておく。 
 それぞれの施設は緊急時の対応に関する AZA 基準に従い、非常対応職員が簡単にかつすぐに手に入

る武器や麻酔銃、捕獲用具などを指定場所に用意しておく。 
 もし、ヒトとあまりにも近い場所にいるために、人命救助のためにチンパンジーへ発砲できない場合

は、以下のような選択肢が取れるかもしれない。 
 高圧水をチンパンジーに浴びせ、攻撃対象のヒトから引き離す。 
 消火器を浴びせたり、空気警音器などで騒音をたてたりしてチンパンジーの気を惹き、ヒトが安

全な場所に逃げられるようにする。 
 チンパンジーに荷網を被せてもつれさせれば、被害者が逃げたり、他人によって安全な場所に運

び込まれることができるかもしれない。 
 被害者からチンパンジーの注意をそらそうとするヒトも、攻撃される危険があるので、こうした過度

に危険な場所に近づくには、大変な注意を払うべきである。攻撃を止めるためにチンパンジーを傷つけ

ようとするのは、チンパンジーはヒトよりもはるかに力があり、またチンパンジーがすでに攻撃をおこ

なっている時点で、アドレナリンが驚異的に上昇し、さらに強くなっていることを考慮すべきである。 
 
動物の逃亡 
もしチンパンジーが安全区域内に逃げたり、職員の間違いにより放飼場内でチンパンジーに捕まった

りしたら、本質的に同じ対応が適用される。チンパンジーが自分の縄張りだとみなす場所で誰かを捕ま

えるのはより危険かもしれず、ヒトと一緒にもし複数のチンパンジーが放飼場内にいたら、より危険な

のは確かである。逃亡するチンパンジーに遭遇するヒトは、チンパンジーの接近や、チンパンジーの近

くに留まる必要について最新の注意が必要である。チンパンジーはヒトの行動によって(より)興奮する

かもしれないので、静止していることが最も重要である。 
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動物の攻撃に対する非常訓練は、少なくとも年に１回おこなうべきであり、職員は、自分の任務や責

任を理解し、それが起こった時に、適切に緊急事態に対処する方法を知らなければならない。以下を参

考に、されるさまざまな筋書で訓練することが推奨される。 
 チンパンジー1 個体が、安全区域へ逃亡(居室など) 
 複数のチンパンジーが、安全区域へ逃亡(居室など) 
 チンパンジー1 個体が、施設内の安全外区域へ逃亡(飼育員エリアなど) 
 複数のチンパンジーが、施設内の安全外区域へ逃亡(飼育員エリアなど) 
 チンパンジー1 個体が、施設外の安全外区域へ逃亡(屋外の来園者エリアなど) 
 複数のチンパンジーが、施設外の安全外区域へ逃亡(屋外の来園者エリアなど) 
 逃亡したチンパンジーの数も、逃亡場所も不明(行方不明) 
 チンパンジー(たち)が、動物園外へ逃亡(地域の法律が適用) 
 
ボランティアが逃亡チンパンジー役をすれば、これらの状況を模倣することができる。ボランティア

は、実際に起こりうる状況を正確に真似するために、チンパンジーの行動をよく知る必要がある。こう

した“偽物チンパンジー”は、訓練だということがわかるようにする。すべての訓練は手順に従い、職員

訓練とし効果があったか、非常手順として正しいか、改善は必要かを学ぶために、記録し評価する必要

がある。こうした訓練記録は保管され、手順の改善が確認されるたびに適切に記録する(AZA 認定基準

11.5.3)。 
 もし動物による攻撃のために怪我人が出た場合は、事故原因の概略や、その怪我への対処法、その結

果生じた安全策や安全手順の変更の説明について報告書に記し準備したものを、事故後 5 年間は保持し

なればならない(AZA 認定基準 11.5.3)。 
 地域を管轄する地元警官と関係を作り、維持することは、重要な予防策である。殺傷力のある武器を

使う時など、起こりうる可能性についてこれらの機関と一緒に作業することは、非常に有効だろう。 
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AZA 認定基準 
(S1.5.11) 動物の輸送は、安全かつ

熟考された計画と調整のうえで遂行

し、動物(たち)や関係者、一般人へ

の危険性は最小限にする。適応され

る現地法、州法、連邦法はすべて厳

守する。 

第 3 章 輸送 

 
3.1 準備 
動物の輸送は、すべての法律に従い、動物(たち)や関係者、

一般人への危険性を最小限に、安全に遂行されなければならな

い(AZA 認定基準 1.5.11)。チンパンジーを安全に移動させるに

は、適切な輸送手段と正常に動く装置が必要である。 
 

輸送箱 
輸送箱は、実際に利用するチンパンジーの大きさを考慮した

ものを使う。チンパンジーが無理なく立て、方向転換し、寝転

べるものなら、通常、問題ないだろう。輸送箱とチンパンジーの合計重量が 60kg 以上になり、フォー

クリフトを使用する場合は、5cm の厚さが必要となる。 
 
素材 
輸送箱の素材は、若い個体(小さな幼児まで）には木材や金属、金網を使う。成体には、金属や溶接金

網、そして綿モスリンやその他の軽い材料が使用できる。すべての素材は無毒でなければならない。 
 

骨組み 
輸送箱の骨組みは、青年期までの個体にはボルトやネジでしっかり固定された丈夫な素材を使用する。

成体には、滑らかな木材で裏打ちされた溶接金属、もしくは厚さ 0.5 インチ(1.2cm)以上の同様な素材を

使うと良い。総重量が 132 ポンド(60kg)を超える場合は、輸送箱の側面に補強支柱を取り付ける。輸送

箱内部は滑らかで丸くし、釘などの鋭い突出物でチンパンジーが怪我をしないようにする。 
 

側面と前面 
青年期までの個体には、輸送箱の側面に木材や金属を使用する。前面には、1 インチ(2.5cm)の接合部

もしくは帯鋼(スチールストリップ)で骨組みに取りつけたアイボルト(リング状のボルト。U ボルトは使

わない)を配置する。網の裏には、内径 5 分の 4 インチ(2cm)の鋼管を、骨組みの天井部と底部に深さ約

1 インチ(2.5cm)埋め込むようにして、中心から中心まで 3 インチ(7.5cm)間隔でとりつける。鋼管と網

の距離は、動物の指が輸送箱の外に突き出ない程度にする。下部 3 分の１が金網で、上部に 4 インチ

(10cm)の観察窓が 2 ヵ所についた頑丈な羽目板を、溶接金網やアイボルトの正面に配置する。残り 3 面

(側面と後方)は、通気口のある丈夫なもので囲む。通気口は小さく、チンパンジーの体のどの部分も輸

送箱の外側に突き出せないようにし、綿モスリンのような軽い材料で覆う。 
成体には、堅い木材や裏打ちされた金属が必要となる。前面には鉄棒を取り付けて、格子の隙間から

動物が腕を押し出さないようにする。鉄棒は、溶接金網シートの手前 3 インチ(7.5cm)の部分に固定す

る。通気口として、溝か穴のある木製シャッターを設置し、正面全体を覆うことで、輸送箱に入る光の

量を調整したり、動物の不安感を軽減したり、取扱関係者の安全確保に役立つ。扉部分以外の残り 3 面

は、通気口のある丈夫なものにする。 
 

持ち手 
どの個体用にも、輸送箱の 3 面に持ち手とスペーサー棒を備えつける。 
 

床 
どの個体用にも、輸送箱の底面は頑丈で漏れに強いものにする。鉄板を安全に配置し、その上に輸送

箱から落ちる排泄物を集めるための耐水用トレイを敷く。 
 

天井 
どの個体用でも、輸送箱の天井は丈夫で、網の通気口があるものにする。 
 

扉 
青年期までの個体には、輸送箱の出入りには、輸送箱の高さぶんの大きさがある背後につけた上下の
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スライド扉を使う。動物を積んだ後は、不正開封防止装置が付いた留め具で止めるか、ボルトで締める。

扉を閉めた後の仕上げとして、中央に当て木を、扉部分も含め輸送箱の幅すべてを横切る形で補強する。 
成体にも、輸送箱と同じ高さ同じ素材のスライド扉を、輸送箱後方に設置する。誤って開いてしまう

ことのないよう、留め具は丈夫で安全なものにする。 
 
換気 
青年期の個体には、直径約 1 インチ(2.5cm)開いた網目の通気口を、輸送箱の側面と後方の 3 分の 1

の高さ、および天井部分に設置する。開口部は網の目で覆い、輸送箱内部には尖ったものがないよう配

慮し、すべての角をなめらかな材料で覆って、いたずらを防止する。綿モスリンやそれと同様の材質で

作ったカーテンで、前方を含む換気孔のすべての面を覆うべきである。 
成体には、直径約 1 インチ(2.5cm)の網目の通気口を、動物の座位もしくは一番呼吸のしやすい高さ

に設置する。開口部は、スライド式扉はもちろん天井や後方、側面などすべて覆う。開口部はすべて、

外側に網を貼るとよい。綿モスリンなどの材質のカーテンで、前面を含むすべての通気口を覆う。 
適切な閉じ込め、生命の維持、快適性、温度管理、食べ物や水、動物の安全性のために、物品の供給

が必要である。 
 

移動に関わる人数 
チンパンジーの移動に必要な推奨人数は、3 人である。3 人のうち 2 人は、チンパンジーの性格や経

歴をよく知る人(最も親しい飼育員)で、もう１人は獣医師がよい。これは運転を交代したり、監視をお

こなったりするにも適当な人数である。少なくとも 1 人は、常にチンパンジーを監視(直接もしくはモニ

ターで)しなければならない。運転手は安全運転をおこなうためんに、監視義務はない。 
 

チンパンジー輸送の物品表 
 水 2 ガロン(7.6ℓ) チンパンジー1 個体 24 時間あたり 
 輸送箱の格子もしくはメッシュを通る大きさのおやつ 
 野菜や果物 
 輸送箱の格子もしくはメッシュを通る大きさのビスケット 
 ジュース 
 毛布 
 薬と問診票 
 コップ 
 錠剤粉砕器 
 救急箱 
 獣医用診療箱 
 石鹸もしくは除菌用ハンドソープ 
 防護用品(ラテックス手袋、マスク、防護服) 
 監視カメラ 
 温度計(気温の測定用) 

 
 USDA(アメリカ農務省)発行の移動許可証 
 健康証明書 
 カルテ 
 州輸入許可証 

 
 クレジットカードもしくは現金 
 道路地図 
 重要な電話番号 
 車両登録証と保険証 
 携帯電話の車用充電器 
 車の予備キー 
 ラグレンチとジャッキ 
 車(トレーラーを使うならトレーラー)のスペアタイヤ 
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 ブースターケーブル(バッテリー充電用) 
 車用オイルと冷却液 
 必要があれば積み下ろし用の傾斜板 
 緊急用の冷房や暖房器具 
 >扇風機用かヒーター用の発電機か電池 
 >寒暖の厳しい時期や悪天候時には、どんな距離でもチンパンジーの移動をしない方が良い 

 
輸送前の検査 
輸送前のチンパンジーに実施すべき健康診断についての情報を、6 章の 6.3 節に掲載した。チンパン

ジーの輸送時には、「獣医検査による証明書」、カルテ、必要な許可証を携帯する必要がある。 
安全輸送のためには、作業の偶発事故や移動時におこりうる緊急事態に対し、装備し準備された(施設

や請負業者によって)適切に訓練された人員を、必要な人数割り当てる必要がある。動物の輸送について

の計画や調整は、関係者との間の念入りな打合せや、突然起こりうる様々な非常事態や偶発事故への計

画、輸送時の時を見計らった遂行が要求される。決して動物(たち)や人々を、不必要な危険性や脅威に

さらすべきではない。輸送手順は明確に設定し、飼育員全員に示されるべきである。 
 
輸送時の非常事態 
輸送中に、以下のような非常事態が起こる可能性がある。 
 同じ輸送箱に入れたチンパンジー2 個体が、相手を傷つける。輸送箱あたりの推奨個体数につい

ては、3.2 節を確認すること。 
 鎮静剤を多めに投与したチンパンジーが、輸送箱もしくは輸送箱内の道具や、体勢が悪くて、息

を詰まらせる。 
 チンパンジーが輸送時の極度の興奮により、卒倒したり自身を傷つけてしまう。 
 車両の故障や事故。 
 

輸送中の非常事態を防ぐには 
チンパンジーに少量の鎮静剤を投与して移動をする場合は、出発前にチンパンジー自身で頭を持ち上

げることができるようにする。安全性の確保が必要な時に、安全にその体を動かせるぐらい小さくて若

いチンパンジーでない限りは、移動は常にこの方法を使う。輸送前に興奮状態が現れるチンパンジーに

は、出発前に鎮静剤を投与し、輸送中も穏やかに鎮静状態を保つ方法を検討するべきである。もし動物

が出発前に落ち着くことができない場合は、職員らでその個体の移動について見直し、別の計画を進め

るため、輸送の延期を検討する。 
 
 
3.2 手順 
輸送手順を明確に定め、動物飼育の職員全員に明瞭に示す。安全な輸送には、輸送中に起こりうる不

測の事態や緊急事態に対応するために装備や準備をした(組織または契約者により)適切に訓練された人

材を、適切な人数揃える必要がある。決して、動物(たち)または人々を過度な危険や脅威にさらすべき

ではない。 
 

食料と水 
どの個体にも、回転式か固定式の餌箱と水容器を用意する。内側に固定する容器の場合、チンパンジ

ーが容器の上に座ってしまうことがないよう高い位置に設置し、外側から餌を与えたり、取り除いたり

して、チンパンジーに逃げる機会を与えないようにする。水の容器は、輸送箱の外側から安全に補充が

できるものにする。 
 

寝具と巣材 
どの個体にも、大鋸屑などの吸収性がある材料で輸送箱の床を覆い、少なくとも深さ 4～6 インチ(10

～15cm)になるようにする。麦ワラの使用は避けるが、寝具として漏れ止めトレイの上に置いても良い。

もし鉄板や隙間のある床の居心地が悪いようなら、床に排泄物を吸収する吸収性の高いベッド素材をた

くさん置き、輸送箱の前面や後部に敷居を作ると良いだろう。 
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温度、光、音 
霊長類は温度変化の影響を受け、厳しい気温に激しく影響を受ける。動物がすきま風に曝されないよ

う、注意して飼育する。動物種の多くは、ある程度の気温変化に耐えられるが、風やすきま風に曝され

て致命的になることもある。そのため、温度変化だけでなく、空気の流れも考慮する。霊長類は、直射

日光や暖房器具などの直射にも曝されるべきではない。やむを得ず霊長類に極端な熱があたる場合は、

外部に置いた扇風機(必ず輸送箱から遠ざけて安全に置く)やエアコンのような冷却装置で冷やし、脱水

症状や熱中症を予防するようにする。 
寄航の足止めが長引き、輸送箱の温度が約 68 度(摂氏 20 度)を超えた時には、航空機の区画扉を開放

する。極度に温度が上がる場合には、現地にある装置を利用し、区画内の換気をおこなう。経路を整え、

生きた霊長類の運搬を計画する際には、輸送中の様々な気候要因を常に考慮するようにする。 
チンパンジーは移動中に未知の環境にたくさん直面するため、ストレスを感じ、興奮するかもしれな

い。外部からの刺激をできるだけ小さくするため、通気口には木版やシャッターを付ける。通気口を綿

モスリンのような軽い材料で覆い、光量を下げても良い。 
 

動物の監視 
米国農務省(USDA)は、「母親とその幼いこども」「すでに安定した関係のオスもしくはメスのペア」「仲

良しのこどもペア」(AWR 2005)という例外を除いては、輸送箱 1 つにチンパンジー1 個体だけを入れて

輸送するよう求めている。１つの輸送箱にチンパンジーを 2個体以上入れて輸送するのは望ましくない。

もし試みる場合は、チンパンジー2 個体の関係性を慎重に考慮するべきである。 
チンパンジーは親しい飼育員や獣医とともに輸送されるべきである。米国農務省(USDA)は、チンパ

ンジーを陸輸する場合には、許される限り頻繁に様子を見て、最低 4 時間に 1 回は「チンパンジーが普

通に呼吸できるだけの空気はあるか」「周辺温度は適切な範囲内か」「すべての基準(AWR 2005)に順じ

ているか」を確認する。空輸の場合、飛行中に動物が積まれた貨物エリアに入れるのなら、最低 4 時間

に 1 回はチンパンジーの様子を確認する。もし貨物エリアに入れないなら、チンパンジーを積み込む時

と積み下ろす時に、「普通に呼吸できるだけの空気はあるか」「周辺温度は適切な範囲内か」「すべての

基準に順じているか」を確認する。もし、チンパンジーが明らかに病気や創傷、疲労状態なら、その状

態について医学的治療を受けられる場合を除き、商業的な輸送をすべきではない。 
現在では、輸送の多くが 24～96 時間以内に終わる。遅れが生じたため、チンパンジーが臨時の収容

施設に移動する場合もある。チンパンジーを輸送箱の外へ出し、また戻すという行為は、輸送箱に入っ

た状態で必要なものを貰うより、ストレスになるかもしれない。72 時間以上の遅れや乗継がわかり、適

当な獣医と飼育職員のいる便利な施設が利用できる場合は、一時的収容としてチンパンジーを移動させ

ても良いかもしれない。 
 
輸送後の解放 
目的地に到着後できるだけすぐに、チンパンジーを居室もしくは検疫施設に移動する。疾病制御セン

ター(CDC)は、アメリカに到着したチンパンジーに 90 日間の検疫を要求している。CDC の検疫が実施

できる認可施設とともに、事前に適切な準備をしておくべきだろう。施設の多くは、他施設からチンパ

ンジーを受け入れる時に検疫を必要としている。チンパンジーの到着時には、適切な検疫施設が利用可

能な状態でなければならない。6 章の 6.3 節には、推奨される検疫の追加情報を示した。 
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第４章 社会環境 

 
4.1 群れ構成と大きさ 
群れ構成とその大きさは、動物たちが社会的、身体的、心理的に良い状態で、かつ種特有の行動が発

現できるよう、慎重に検討する。 
 
群れ構成 
野生チンパンジーの主な社会構造は、流動的な離合集散社会である。行動域が同じ 20～100 以上の個

体が比較的安定した単位集団(Nishida 1968)やコミュニティ(Goodall 1973)を作り、その中で一緒にい

る個体が変わっていく。コミュニティ自体は、閉鎖的な傾向の強い社会ネットワークであるが、そこに

いる個体同士の関わり方は流動的である。コミュニティには通常、優位(アルファ)なオスのリーダーが

おり、雌雄ともに力を行使するため連合を作る。コミュニティより下の段階には、数分から数日を一緒

に過ごすパーティやバンドがある。母親と独立前の子どもという組み合わせが、最も安定的で長期間続

くパーティである。バンドにはさまざまな構成があり、オス集団やメス集団、雌雄混合だがコドモやワ

カモノが混ざっていたり混ざっていなかったりする集団などがある。チンパンジーは主に乱交と考えら

れており、数個体のオスは、ある発情メスについて歩き、交尾をする。あるオスが、その他(劣位)のオ

スが繁殖可能なメスと交尾しないよう、メスと短期的な関係を築く繁殖戦略をとる場合もある。大人の

ペアが、3 ヶ月に渡って一時的に排他的な配偶関係を築くこともある。 
 AZA のチンパンジー種保存委員会は、社会的集団として性や年齢に多様性のある複雄群の飼育を推

奨する。職員や施設に問題がなければ、大人オス 3 個体以上と、成熟メス 5 個体以上、それに独立前の

子どもという社会的な群れを推奨する。野生と同様、チンパンジーを年齢層の広い複雄複雌群で飼育す

ることを推奨する。チンパンジーを年齢や性別が多岐にわたる大きな群れで飼育することで、さまざま

な大きさや構成のパーティが形成され、分裂し、再形成する(これがチンパンジーの離合集散社会での基

本的特徴である)機会を提供できる。これにより、飼育下のチンパンジーが、野生のチンパンジーと類似

する形でパーティの変動に密接に関連した行動をすることができるようになる(Fulk と Garland 1992)。 
 
メス 
野生では、メスはほとんどの時間を大人メスとその子どもから成る小さな集団で過ごす。魅力的な食

べ物がある時にはコミュニティのほとんどのメンバーが一ヵ所に集まることもあるが、通常は、個別に

食べ物を食べている。チンパンジーという動物種は、一般的にメスが生まれ育った群れを出ることで、

遺伝的多様性が維持されると考えられている。こうした移動は通常ワカモノ期におこるが、大人になっ

てから起こることもある。メスはコミュニティ間を行ったり来たりすることもある(Garland 1992)。 
 
オス 
飼育下で複数オスの同居が試みられている(Bloomsmith と Baker 2001)が、コミュニティ内の地位や

利益を激しく争う(Goodall 1973)だけでなく、メスが競争相手にも同盟相手にもなる(Bloomsmith と

Baker 2001)ために難しい。しかし複雄複雌群は、単雄群には見られない幅広い種特有の行動を引き出

す。飼育下では、オスたちは絶え間なく近くにいるし、外から来る敵に対し力を合わせる必要もない

(Bloomsmith と Baker 2001)。同様に、群れに複数のオスがいると、ワカモノ期のオスによる群れの混

乱を緩和させることがわかってきている(Ross 2009)。 
 野生では、オスはとても社会的で、オス同士で強い連合関係を築く(Bloomsmith と Baker 2001)。メ

ス同士よりオス同士の方が、親和的な関係が有意に高い頻度で見られる。社会的な順位とそれにともな

う社会的変遷は、群れのオス間で最も明確である。オスたちは多くの時間を一緒に過ごし、採食やパト

ロール、休息、社会的グルーミングをする(Garland 1992)。野生での行動からも推測される通り、オス

は明らかに社会的なパートナー、特にグルーミングをする相手が好きである(Fitch ら 1989)。これらの

観点から、また“余剰”オスが社会生活を送れるためにも、オスのみ、もしくは複雄群作りが推奨され

る(Bloomsmith と Baker 2001)。 
 
同性だけの群れ 
チンパンジーは、雌雄混合で飼育するのが最も良いが、メスと一緒に飼育できないオスたちに、野生
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と同様、他のオスと強い社会的結束を作る機会を与えるには、オスだけの群れ作りが有効であることが

示されてきた(Goodall 1986)。オスだけの群れは、通常、年齢や体格の類似したオス(コドモまたはワカ

モノ、オトナ)で作る。オスだけの群れを作るには、社会化され、ヒトともチンパンジーとも交流好きで、

異常行動の発現が少なく、他のチンパンジーに対し攻撃や恐怖心を示しにくい個体がいると成功しやす

い(Fritz と Howell 2001)。無駄なケンカを避けるためにも、オスだけの群れはメスの知覚(視覚・嗅覚)
外にいた方がよい。最大で何個体の大人オスが同居できるのかに関しての決定的証拠はなく、雌雄混合

群との行動の差異について調べたよいデータもない。これらに関してより証拠を集めるためにも、今後

の研究が必要である。 
 
群れの大きさ 
野生チンパンジーの群れの大きさは、密度や森の種類、入手可能な食べ物といった生息地の特性と直

接関連している。一般的に、野生の群れのオスとメスの数は同じくらいである。しかし、性比は群れご

とに違うかもしれないし、群れ内でも違うかもしれない。群れの大きさは、すべての年齢を合わせて 20
～100 個体である。Boesch(1996)は、野生チンパンジーのさまざまな群れにおけるパーティの大きさに

ついて総括し、平均的なパーティの大きさは 5.7 個体(4.0～8.3 の範囲)であることを明らかにした。 
 動物園や水族館では、野生と同じ群れの社会構造を反映した社会的集団でチンパンジーを飼育できる

よう、様々な工夫をするべきである。チンパンジーの展示は、複雄複雌群でおこなう。新しい群れは、

オス 3 個体、メス 5 個体で作ることを推奨する(Fulk 2001)。動物園や水族館といった環境での群れの

大きさは、施設ごとに大きく異なるが、展示場の広さだけでなく、居室の大きさや柔軟性でも限定され

る場合がある。個体の身体や心理的な幸福に必要と判断される場合を除いて、決して長期間、単独で生

活させるべきではない。 
 
社会行動の変化 
社会様式は、メスの発情といった日常的な要因が影響を与える。通常、性皮の腫れたメスは社会的注

目を集め、オス間の群れ内闘争に影響を与える。同様にこうした行動は、遊びや活動性の減少といった

加齢に伴う変化でも異なるだろう。 
 ワカモノ期は、とりわけ重要な社会的変化がおこる期間である。性成熟するとともに、母親と過ごす

時間が減少し、群れ内の他のメンバーと一緒に過ごすことが多くなる。メスは、性皮が腫脹しはじめ、

上記に書いたような社会的変化がおこる。オスは、社会的順位の中での自分の位置を模索するために、

“困った”行動をするかもしれない。こうした行動パターンが知られているものの、AZA に認定された

動物園におけるワカモノ期のオスに関する調査では、ワカモノ期のオスがいる群れといない群れでのけ

がの頻度は変わらないことが明らかになっている(Ross 2009)。 
 
 
4.2 同種・異種からの影響 
 AZA 認定園館では、同種の動物は一緒に暮らすことが多いが、別々に暮らすこともある。飼育下では、

近くに別のチンパンジーの群れがいると、行動に影響を与えるかもしれない。実験施設でおこなったチ

ンパンジーの研究では、近隣の群れの音声が増加すると、発声や誇示行動、攻撃行動が増加することが

明らかになった(Baker と Aureli 1996)。同様に、Videan ら(2005)は、近隣の群れの騒音や発声が誇示

行動を増加させるだけでなく、近隣の群れのグルーミング時の音声とグルーミング頻度にも有意な関係

があることを発見した。他の群れのチンパンジーが見えたり、聞こえたりする施設でチンパンジーを飼

育する場合には、行動を注意深く観察する必要がある。 
 
混合飼育 
意図的に、チンパンジーが混合展示で飼育されたことはない。チンパンジーは雑食性で攻撃的であり、

偶然、展示場に入ってしまった動物(リス、ウサギ、トリ、ネズミなど)を、殺した例がいくつもあるこ

とは、驚くことではない。チンパンジーが、カメや魚などの土着の生物種と共生した例がある。唯一の

例外は、人工保育されたチンパンジー乳児の仲間として、イヌが用いられたことである(Thompson ら 
1991)。この研究では、イヌの存在が乳児の行動に非常に良い影響を与えたようだが、このような保育

の代替戦略がどのような影響を与えるかに関する長期的なデータはほとんどない。現在では、チンパン

ジーの異種との混合飼育は推奨されていない。 
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4.3 導入と再導入 
AZA 認定園館での動物の飼育管理と繁殖は、劇的に発展している。動物の誕生時や、施設間や施設内

で移動する際に、他個体への導入や再導入が必要となる。すべての導入を、関わるヒトや動物全員に、

安全におこなうことが重要である。 
 
導入 
どんな導入計画でも、飼育員と管理職員側の柔軟性が不可欠である。導入実施前におこなう計画会議

には、動物園の管理職員や飼育員、研究者、獣医師、補修係、広報担当者に出席してもらう。導入方法

は、代替計画も含めてとことん議論する(McNary 1992)。 
 導入と社会的群れづくりには、まず個体の背景、つまり経歴や特徴を理解し、普段の行動を観察、記

録することから始める(Fritz と Howell 2001)。チンパンジーごとに性格や年齢、社会的経験、新しい施

設への反応は異なる。チンパンジーによっては、大きな群れの中で母親に育てられた経験がないかもし

れないし、幼い頃、サーカスや個人宅で育ったため社会経験が限られているかもしれない(McNary 1992)。 
 導入過程では、それぞれのチンパンジーの行動が正常か異常かを、常に監視することが重要である。

導入のストレスで、異常行動が発達、加速するかもしれない。不安は、常同行動や自傷行動、歯を見せ

た恐れの表情、下痢、過度の毛抜き、明らかな興奮、引きこもりなど、さまざまな形で表れる。群れが

落ち着くに従い、これらの行動頻度は減るかもしれないが、それぞれのチンパンジーが示す合図が、新

しい状況に苦労して慣れているものだと心にとめておく。すべての導入段階で、それぞれのチンパンジ

ーの心理的、身体的な状態を測定できるよう注意深く評価する(McNary 1992)。 
 
導入手順 
導入にかける時間はさまざまであるが、“典型的”な導入の順序は次のようなものである。導入する

動物同士がお互いを見る機会を設け、その後、格子越しに限定的な接触ができるようにする。親和的行

動や優位・劣位行動が観察され、攻撃的な行動が減ったら、同居を許す。大きな群れを作る時などは、

見知らぬ個体同士さまざまな組み合わせで別々に会わせてから、大きな群れで一緒にする(Bloomsmith
と Baker 2001)。導入計画を始める前に、全個体が慣れていない飼育施設に入る機会を設けることで、

導入がスムーズになるかもしれない。反対に、すべての個体にとって新しい環境でも、縄張り行動は減

るだろう。つまり重要なのは、一部の個体にのみ有利な状況を作らないことである。導入過程では、誇

示行動(穏やかなものと乱暴なもの)や攻撃行動(穏やかなものから激しいものまで)などの敵対行動はよ

く見られる、と記載しておくことも重要だろう。一方、たいていの導入は最終的にはうまくいく、とい

うことについても触れておく(Fritz と Howell 2001)。 
 AZA チンパンジー種保存員会は、導入時の社会的順位の再構築の際に、飼育員の影響が最小限になる

「限定的介入戦略」を提唱する。この戦略は、日々のチンパンジー飼育にもあてはまることだが、社会

的な導入過程においては特に重要である。以下の情報は、最小限の介入管理戦略に関して「Australasian 
Species Management Program 」(2005)より採用したものである。大きな複雄複雌群をうまく管理す

る秘訣の１つは、社会的順位にともなう争いに飼育員が介入せず、(できるだけ)そのままにすることで

ある。このような管理方法を“限定的介入”と呼び、重要な点は下記のとおりである。 
 
 チンパンジーの社会構造の基本は、複雄群である。チンパンジーの群れでは、メス同士やオス・

メス間に比べ、オス同士が最も交渉(攻撃行動やグルーミングも含む)頻度が高い。 
 オスの社会的順位争いは、親和的行動(グルーミングなど)や、誇示行動や身体的攻撃(けんか)

といった攻撃的行動など、様々な方策で解決される。攻撃の多くはオスに向けられるが、メス

がまきこまれることもある(Boehm 1992)。 
 けんかは、多くの場合荒っぽいものであり、小さなすり傷からひどい傷までの可能性がある。

野生では、チンパンジーのオスは最上位オスへの挑戦に失敗しても、群れにとどまる傾向にあ

る。同様に、最上位オスがその座を奪われても群れに残ることが多い。権力闘争だけを理由に、

チンパンジーを引き離す必要はない。 
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 飼育員が早く介入しすぎると、順位問題は解決されず、攻撃的な出会いが繰り返される。攻撃

的な出会いはチンパンジーの社会に欠かせない。 
 介入を最小限にする方針は、飼育員をはじめある種の勇気が必要になる。適切なエンリッチメ

ントや複雑な施設、正の強化トレーニングを取り入れることで、深刻なケガを少なくすること

ができる。職員全員が、チンパンジーの群れではケガをするだろうこと理解するのが重要であ

る。 
 ケンカがどのように起こったかを監視し、評価する。すべての不測事態に対処できる手順はな

い。介入が不可欠で適切な場合もあるが、必要以上に介入すべきではない。社会的導入や既存

の群れ管理の経験が豊かな管理者や科学者に相談し、どこで介入するかの線引きについて指示

をもらうと良い。 
 
新しい仲間たちに慣れるため、個々のチンパンジーにたっぷり時間を与えることが重要だろう。特に

チンパンジーが怖がりだったり社会経験が不足していたりすると、導入に時間がかかる。一般的に、群

れは 7 日以内に安定し始め、2 週間以内に社会関係を確立する(Fritz と Howell 2001)。AZA チンパンジ

ー種保存委員会は、安定の時期には、チンパンジーの群れを定期的に離したりくっつけたりせず、でき

る限り継続して同居させることを推奨する。チンパンジーを一時的に離して再導入する場合は、ずっと

興奮状態になるかもしれないし、興奮するような状況(給餌直前など)で、恐怖や攻撃を示すかもしれな

い。社会関係が確立し、群れのメンバーと社会的な絆ができ、社会的順位が確立すれば、相性の良い群

れの中では、恐怖や攻撃はほんの時折あらわれるだけになる(Fritz と Howell 2001)。 
 
導入時の管理 
チンパンジー導入時に正の強化トレーニングが試されたことはないが(Bloomsmith と Baker 2001)、

日常業務でも特別な処置時にも、トレーニングが有用であることが示されている(詳細な情報は第 8 章の

8.1 を参照)。McNary (1992)は、導入を円滑に進めるのに役に立った手順を以下のように述べている。 
 

 新しいチンパンジーが新しい環境に慣れ親しむことができるよう、見知らぬ個体がいない状態で

探索できる時間をとる。 
 お互いが見えるようにする(アクリルガラス越しや隣の部屋、鏡などを使っても良い)。 
 噛んだり掴んだりできない状態で、触ったりにおいを嗅ぐといったお互いの身体接触ができるよ

うにする(隣接する居室の格子越しなど)。 
 チンパンジー同士を完全に同居させる。 
 
展示場や居室の収容能力やチンパンジーに合わせて、群れ形成の方法はいくつかある。 

 
 中心的集団にゆっくりと慣れさせる。 
 1 対 1 の導入の段階を、複数に拡大する。 
 2 個体以上の小集団を一緒にする。 
 最初の導入段階が終了したら、すぐにすべてのチンパンジーを一緒にする。この方法を用いる場

合、攻撃を最小限にするために弱い鎮静剤を群れのチンパンジーに与えることがある。しかしこ

の方法に関しての結果は一貫しておらず、推奨できない。 
 
枝葉を与えたり、価値の低い食べ物(シリアルなど)をばら撒いたりして、エンリッチメントをおこな

うことで、チンパンジーをそちらに集中させ、攻撃をなくすことができるかもしれない。導入前に給餌

すれば、チンパンジーがよりリラックスするかもしれない。しかし、もし導入時に重度のケガを負い、

緊急の医療処置が必要になった場合、直前に食べたことでの麻酔の危険度があがってしまう。導入時に

他個体から逃げる時間を稼いだり、気を散らしたりするためには、高圧ノズルのついたホースや、二酸

化炭素を使った消火器などの装置が役に立つかもしれない(Fritz と Howell 2001)。 
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AZA 認定基準 
(S2.6.2) 定式化した栄養計画を、す

べての飼育動物の行動や栄養の必要

性に合わせて実行することを推奨す

る。 

AZA 認定基準 
(S2.6.3) 各動物の栄養的、心理

的必要性に合った質や量の餌を

与える。餌の配合と適切な食物分

析の記録は保持し、監査委員によ

る確認がおこなわれることもあ

る。魚介類などの食物は、持続可

能で良く管理された、信頼のおけ

るところから購入する。 

第５章 栄養 

 
5.1 必要な栄養量 
定式化した栄養計画を、動物の行動や栄養の必要性に合わせて実施することを推奨する(AZA 認定基

準 2.6.2)。餌は、栄養諮問グループ(www.nagonline.net/feeding_guidelines.htm)や AZA 分類諮問グル

ープ(TAGs)、種保存委員会(SSPs)の提案を参照して、獣医師らとともに考える。餌の配合基準を作る際

には、動物の栄養要求や採食生態はもちろん、個体の経歴や性質も考慮に入れ、種特有の採食様式と行

動が促進されるようにする。 
チンパンジーの場合、ヒトの 1 日のカロリー要求量が参考

になるが、最近、霊長類用の NRC ガイドラインも作られた

(NRC 2003)。チンパンジーの栄養要求量を明確に同定するに

は、さらなる研究が必要である。 
 

必要な栄養 
霊長類にはビタミン C が必須だが、チンパンジーにビタミンとミネラルのバランスがとれた完全食

(5.2 章参照)を与えているのなら、日常的にサプリメントを与える必要はない。サプリメントはヒト用の

ものを、ラベル表記に従って与える。鉄欠乏性貧血への処方の場合を除き、鉄分が多すぎない(2003 年

の NRC ガイドラインより多すぎない)製品を選ぶことが重要である。 
 

ビタミンＤ 
完全屋内飼育のチンパンジーの子どもで、ビタミン D 欠乏症(代謝性骨疾患)が報告されている。適切

な食べ物を食べ、日常的に屋外に行き紫外線(UVB)を浴びれば、ビタミン D の必要量は満たされる。展

示場の設計や季節の関係でそれらの対応が無理な場合には、カルシウムとビタミン D をサプリメントで

補う必要がある。 
 

妊娠中のメス 
妊娠中のメスは餌を調整した方が良いかもしれないが、この変更の手引きになる明確なデータがない。

葉酸や鉄分が必要量入った妊婦用ビタミン剤を与えるなど、ヒトの妊婦の食物要求量を示したガイドラ

インが参考になるかもしれない。妊娠第 3 期(出産前 3 ヶ月)と授乳中は、カロリー摂取量が増えること

がある。 
 

季節変化 
季節変化に合わせて餌の構成を変える必要性を明確に示すデータはない。北方の寒い冬には、屋内で

生活する時間が増えるので、ビタミン D をじゅうぶん与えるようにする。 
 

年齢別の栄養の目標範囲 
霊長類の栄養所要量についての情報は、National Research Council から 2003 年に発行された

「Nutrient Requirements of Nonhuman Primates 第 2 版」に記

載 さ れて おり 、 ウェ ブで も入 手 する こ とが でき る。

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9826&page=191 
 

エネルギー所要量の計算 
維持エネルギー要求量(MER)とは、常温、つまり最適環境温度

下で動物が使うエネルギーの総量のことである。成長や妊娠、授

乳以外で、体重維持できる量の食べ物を摂取する際に含まれるエ

ネルギー量を示す。MER は、あくまで維持エネルギーの推定量

を示しているだけである。個体ごとの MER は、体重(kg)の 0.75
乗× 100 で計算でき、これで 1 日に必要な総 kcal が推定できる (無料オンライン計算機 

www.freeonlinecalculator.net/calculators/algebra/exponent.php)。この計算により、体重約 76.5kg の

チンパンジーなら、１日 1800～2600kcal となる(NRC 2003、45 ページ)。計算結果は、成熟個体の 1
日のエネルギー使用量であり、必要な餌や栄養を推定するのに用いることができる。 
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5.2 餌 
 すべての餌の配合や準備、給餌は、動物の心理的、行動的必要性を満たす質と量にする(AZA 認定基

準 2.6.3)。食べ物は、信頼でき、持続可能で、管理の行き届いたところから購入する。食べ物の栄養分

析は定期的におこない、記録する。 
 
食事例 
野生のチンパンジーは主に果物を食べるが、葉や髄、種、花、虫、肉を食べることもある(Wrangham 

1977、 Goodall 1986)。食事全体の 1～5%を、虫と肉が占める。飼育下のチンパンジーは、市販のサル

用飼料からじゅうぶんなタンパク質を得ているが、複合炭水化物や繊維量は、野生チンパンジーより少

ない(Pruetz と McGrew 2001)。野生での食べ物の種類の多様性を、動物園や水族館のチンパンジーで

再現することができないかもしれないが、できる限り野生の食事に近づくよう、さまざまな種類の食べ

物を与える努力をすべきである(Pruetz と McGrew 2001)。 
 チンパンジーには、野菜や果物、栄養化の高い乾物などを、バランスの良く与える。混合食品(野菜や

果物、葉物)に高品質食品(固形試料)を加えたものを基本食とし、追加のタンパク源は最低限、もしくは

毎日でない範囲で与える。季節が可能なら、いつでも枝葉を追加することも重要である。 
 チンパンジーの餌として、低カロリー(できれば 3 kcal/g 以下)で繊維質(10～12%)、低脂肪(3～4%)の
サル用タンパク質固形試料を 15～25%与える。エンリッチメントの効果と栄養を高めるため、多様な種

類の餌を 1 日中与えるべきである(Lee と Guhad 2001)。野生では日中の活動時間のほとんどを、食べ

物を探し、食べることに費やしている。ゴンベのチンパンジーは、起きている時間の 47～60％を採食

に費やし(Wrangham 1977)、タイのチンパンジーは平均54％を費やしている(BoeschとBoesch 2000)。
一方で、混合パーティで暮らすマハレのメスは、採食に 30%ほどしか時間を費やしていないが

(Matsumoto-Oda ら 1998)、混合パーティは採食の競合が高いため、食べることより社会的性行動など

に時間を費やしているのかもしれない(Pruetz と McGrew 2001)。 
 チンパンジーの栄養状態は、健康や行動に多面的な影響を与える。栄養所要量は、健康状態や成長段

階、活動性、免疫状態、暮らし方などによって異なるだろう。おおよそのチンパンジーの栄養所要量は、

ヒトの RDA と霊長類の NRC 表(2003)をもとに算出できるが、野生チンパンジーの食事には繊維質が多

く含まれるため、それは大雑把な推定値と捉えるべきである。飼育下で暮らすチンパンジーにとって食

物繊維量は重要であり、総量を増やすべきかもしれない。その方法はいくつかある。 
 果物の皮を剥かずにそのまま与える。繊維は皮部分にあることが多い。 
 繊維の少ないやわらかい果物(バナナやブドウ、柑橘類など)を、繊維が比較的多い堅い果物(リ

ンゴやナシなど)や野菜(ヤマイモやジャガイモ、カボチャなど)に変える。全体的に、新鮮な食

材の繊維含有量は少ない。繊維の摂取量をもっとも効率よく増やす方法は、高繊維固形試料を

与えることである(Milton と Demment 1988 参照)。 
 餌の葉物を増やすか、若葉を日常的に与える。 
 干し草や粉砕オートミール、ビートパルプ、トウモロコシの皮、バナナの葉などを与える。 

 
野生でも飼育下でも、果物はチンパンジーの重要な餌であり、行動刺激をもたらすうえでも貴重であ

る。飼育下で与える栽培果実は、野生生息地で得られるものに比べ、単糖が多く繊維が少ないが、同様

のタンパク質が得られる。地域や季節によって変わる選択肢から、値段を考慮し、様々な新鮮果物を与

える。果物は、餌の総重量の 25％を超えないよう(むしろ、より少なくてよい)にし、乾燥重量の 5％ほ

どにする。それぞれの地域で手に入る枝葉や緑色葉物商品(レタスでもよいが、栄養源としてはいまいち)
を、総量の 45～50％ほど(採餌時の水分含有量)与える。野生本来の採食行動を促すため、おいしい植物

を展示場に組み込んでも良いだろう。葉物を増やすことで、食物繊維やタンパク質、カルシウム、ビタ

ミン B、ベータカロテン、アルファトコフェロール(ビタミン E)といった自然な栄養素も供給される。

消費される餌の成分は、霊長類 NRC ガイドライン(2003)の推奨を満たさなければならない。表 3 は、

USDA のデータベースをもとに、さまざまな果物と野菜の繊維含有量をまとめたリストである。 
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表 3: 果物と野菜の 100g(水分含有量)あたりの繊維量 
食べ物の種類 ％繊維量(水分含有量) 
バナナ (皮なし) 2.6 
オレンジ (皮なし) 2.4 
オレンジ (皮あり) 4.5 
リンゴ 2.4 
ナシ 3.1 
ブドウ 0.9 
ヤマイモ 4.1 
ジャガイモ 2.2 
カボチャ (Winter squash) 1.5 
セイヨウカボチャ (Summer squash) 1.1 

  野生チンパンジーが興味を持つ植物の髄を与えても面白いだろう。野生のチンパンジーは、午後遅い

時間にエレファントグラスが生える場所に座り、茎(サトウキビぐらいの大きさ)の外皮をむき、比較的

柔らかな髄や芯を食べて過ごす。こうした食物選択を動物園でどのように再現(新鮮なトウモロコシの皮

やサトウキビなど)できるかについては、さらなる研究が必要である。 
 
給餌スケジュール 
野生チンパンジーは日中の大半の時間を、食べ物を探し、食べることに費やすため、飼育下でも、チ

ンパンジーができるだけ多くの時間を採食に費やせるよう工夫すべきである。餌の呈示は、明らかにエ

ンリッチメントの 1 種であり、採食時間が延び、攻撃行動や異常行動は減少する(Bloomsmith ら 1988)。
推奨される給餌スケジュールは、多様な餌を１日中、何回も与えることである。食べ物を探し、操作し、

食べることは、チンパンジーの日常生活に不可欠な要素なので、餌の種類と与え方をできるだけ増やす

ことが、飼育チンパンジーの飼育管理における基本目標となるだろう。 
 
食べ物の多様性と与え方 
野生のチンパンジーは、果物や葉、髄、花、種、茎、樹皮、樹脂、ハチミツ、昆虫、卵、肉を食べる。

食べ物の種類は季節で異なり、年間では、果物が 60％、植物 30％、動物 5～10％である。最も頻繁に

食べる動物はシロアリだが、家畜の子どもやヒヒ、サル類を追いかけて殺し、食べることもある。飼育

下での生き餌は望ましくないが、食事全体の栄養構成が正しく把握できる限り、幅広い餌の種類を与え

るべきだろう。 
 種特有の採食行動を促すことが、エンリッチメントの目的とされることも多い。例えば、Bloomsmith
と Lambeth(1995)は、飼育下での休息と異常行動を減らすため、チンパンジーが給餌時間を予測できな

いようにした。野生チンパンジーの採食行動が変化に富むことを考慮すると、1 日の給餌回数や時間を

工夫することで、飼育チンパンジーの採食を高め、休息時間と過剰なカロリー摂取を緩和できる(Pruetz
と McGrew 2001)。 
 食べ物の与え方を工夫することは、明らかに 1 種のエンリッチメントだろう。Bloomsmith ら(1988)
は、4 つの給餌方法を組み合わせ、攻撃行動と異常行動を減少させたと報告している。その 4 つの方法

とは、下記のとおりである。 
 固形試料を自由に食べられるようにする。 
 処理に時間のかかる餌を与える(穂軸つきのトウモロコシやセロリ、アーティチョーク、サトウ

キビなど)。 
 細かい食べ物(ポップコーン、ヒマワリの種、ピーナッツなど)を草の上にまく。 
 パズル給餌器で食べ物を食べられるようにする。 

 
 採食時間の延長に最も効果的な方法は、処理に時間のかかる餌を与えることである。飼育チンパンジ

ーにさまざまな操作可能なものを与えると、採食行動に費やす時間が増え、福祉を向上させる(Mellen
と Shepherdson 1992)。熱帯林の野生植物に季節ごとに実る果物を模して、季節ごとに違う果物を構築

物にぶら下げる(Coe ら 2001)など、チンパンジーが登って餌を手に入れる構造物を設計することで、樹

上採食を模すことができるだろう。枝葉を与えるのも、食べ物を処理して食べることを促す。
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AZA 認定基準 
(S2.6.1) 動物の餌の準備は、すべて

の現地、州、連邦の規約を満たさな

ければならない。 

AZA 認定基準 
(S2.6.4) 各施設は、動物に与える適

切な枝葉を監督する、最低 1 人を選

出する。 

Damen(1990)は、枝葉を与えると採食時間が 3～17％増加し、糞食が減少したと報告している。枝葉や

パズル給餌器、アリ塚などで採食機会を与えると、競合やケンカが増えるかもしれないが、餌が手に入

る場所を複数作ることで解決するだろう。 
 
パズル給餌器 
野生チンパンジー、特に大人メスは、シロアリを取るために道具を使う(Goodall, 1986)。こうした性

質は、飼育下のアリ塚やパズル給餌器に取り入れられ、広く利用されている。Nash(1982)は道具使用の

評価をおこない、人工アリ塚を設置することでこうした野生本来の行動が発現し、より若いチンパンジ

ーほどアリ塚を頻繁に利用する傾向があることを発見した。同様に、Brent と Eichberg(1991)は、パズ

ル給餌器の設置により、攻撃行動や親和行動、休息行動、自己指向性行動が減少したことを発見した。

この研究では、オスよりもメスの方がより頻繁にパズル板を使用した。Maki ら(1989)は、アリ釣り給

餌器により、異常行動と休息が有意に減少することを発見した。攻撃的な行動を避けるために給餌器は

複数設置し、個体の好みに合わせた異なる給餌器が使えるようにすると良い。Maple と Finlay(1989)
は、さまざまなパズル給餌器について評価している。アリ塚やパズル給餌器に入れる餌の種類も変える

べきであり(Mellen と Shepherdson 1992)、今までにバーベキューソース、ゼリー、シロップ、ハチミ

ツ、リンゴソース、オートミール、多様な香辛料など、新奇な食品が与えられてきた。装置の設計は、

アリ塚のように簡単に利用でき、掃除がしやすいものにする。選んだ餌の歯への影響も考慮し、カロリ

ーはもちろん食事全体の栄養評価に含めるようにする。 
 
サル用の餌を作る会社の例 

 Animal Spectrum, Inc. 
 ZuPreem 
 HMS Zoo Diets 
 Zeigler Bros. 
 Mazuri(www.mazuri.com) 
 Lab Diets by Purina Mills Inc.(www.labdiet.com) 
 Marion Zoological(www.marionzoological.com) 

 
栄養分析施設のリスト(一部) 

 Diary One, Ithaca, NY (www.dairyone.com) 
 Midwest Labs, Omaha, NE (www.midwestlabs.com) 
 Michigan Diagnostics LLC, Royal Oak, MI (www.michdiag.com) 
 Washington State University Wildlife Habitat Nutrition Laboratory, Pullman, WA 

(http://natural-resources.wsu.edu/Research/wildlifehabitat.html) 
 
餌の傾向とスケジュール 
餌は各個体の必要性に合わせる。授乳中や妊娠中、老齢のチンパンジーに必要な栄養は、他個体と違

うかもしれない。チンパンジー各個体に必要な栄養や量、行動に従って餌を変更し、評価すべきである。 
 
目標栄養範囲と比較する栄養分析 
餌として与えるものはすべて、栄養成分を分析する。これは、餌を公式に承認するものではなく、AZA

チンパンジー種保存委員会により、適切な実施を確認するもの

である。 
餌の準備は、関係するすべての連邦、州、現地の規約に従う

(AZA 認定基準 2.6.1)。現場での肉の処理は、すべての USDA
基準に従う。チンパンジー用に餌を準備する際には、肉用調理

器具と他の調理器具を混ぜないようにする。サル用固形試料の

消費期限は、製造後にビタミン C が失われるため、6 カ月以内

である。 
餌やエンリッチメントに枝葉を使う場合は、植物すべての同

定をおこない、安全性を確認する。植物の承認およびエンリッ

チメントの監督責任は、少なくとも 1 人の適任者がおこなう(AZA 認定基準 2.6.4)。植物に何らかの薬

剤が散布されていないか、汚染源の近くに生えていなかったか、動物にとって安全な植物かなどについ
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て把握する必要がある。もし展示内外の植物に動物が接触できるなら、職員は有毒植物がないか確認す

る責任がある。 
 
植物の枝葉 
動物学園芸協会(www.azh.org)が、枝葉として与えることのできる植物種の検索データベースを持っ

ている。このデータベースへアクセスできない場合は、チンパンジー種保存委員会のウェブからもコピ

ーをダウンロードできる(www.lpzoo.org/chimp-ssp/members.htm)。ペットに有毒と思われる植物は、

チンパンジーにも有毒と考えても差し支えないだろう。米国動物虐待防止協会のウェブには、犬や猫に

有毒な植物リストが掲載されている(www.aspca.org/pet-care/poison-control/plants/)。全米動物愛護協

会 も 、 毒 性 植 物 に 関 す る 総 合 リ ス ト を 持 っ て い る

(www.hsus.org/pets/pet_care/protect_your_pet_from_common_household_dangers/common_poisono
us _plants.html)。有毒植物に関しての総説は、Burrows と Tyrl (2006)を参考のこと。 
 
農薬散布または汚染 
チンパンジーに与えたり、放飼場内に生えるすべての植物には、除草剤や害虫駆除剤、殺虫剤などの

薬剤を使わないようにする。もし、少しでも植物に農薬を使っていたり、以前に使った疑いがあるなら、

絶対に与えない。薬剤汚染がないことが確認された植物を、必ずきれいな水で完全に洗ったあと、チン

パンジーに与える。 
 
 
5.3 栄養の評価 
体の大きさについての評価 
性別や年齢、健康状態(肥満など)の要素が統制された場合には、チンパンジーの体の大きさのばらつ

き程度は比較的小さい。そのため、チンパンジーの大きさの違いごとに定めた、これといった餌の勧告

はない。この点は、さらなる研究で明らかになるだろう。 
 
健康問題 
オトナ個体において、肥満は心臓病の危険因子であり、長期的な健康と相反する。バランスのよい食

生活のためには、エンリッチメントやオペラント条件付けで手に入る餌のカロリーを把握することが重

要である。無糖や低糖の餌を上手く使用し、適切な体重と健康状態を維持すると良い。長期的な栄養管

理と減量のためには、定期的な体重測定(年に数回)が不可欠である。ヒトでは、塩分や脂肪分の多い食

べ物で心臓病になりやすいので、チンパンジーでも同じ傾向があるだろう。バランスの悪い食事は糖尿

病になりやすい。チンパンジーが糖尿病になり、定期的なインスリン注射など、厳しい健康管理や食事

管理が必要になった例もいくつか報告されている。こうした特殊な場合には、臨床栄養士(動物またはヒ

トの)に相談することで、指導が受けられる。そして、正の強化トレーニングが、血糖値の測定用に血や

尿のサンプルの採取に役立つだろう(Laule ら 1996)。 
 
臨床栄養評価につかえる手段と方法 
体重など、体の状態を数値で評価する。バランスの良い食事を取り、チンパンジーが選り好みしてい

ないかを確認するため、個体ごとに餌の消費量を調べる。 
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AZA 認定基準 
(S2.1.1) 獣医師の常勤雇用を推奨

する。しかし委員会は、これが現実

的でない場合があることも認識して

いる。このような場合は、パートで

顧問獣医を雇い、月 2 回以上動物を

訪問診療し、緊急時もできるだけ対

応してもらう。動物の大きさや気質

によっては、獣医療に関して別途考

慮が必要になるかもしれないことを

理解している。 

AZA 認定基準 
(S1.4.7) 動物の記録は適時更新し、

毎日記録をおこなう。 

AZA 認定基準 
(S1.4.5) 園館の歴史的な動物の記

録の少なくとも一式を収納、保管す

る。これらには、許可書や権利書、

誓約書などの関連書類を含めるよう

にする。 

AZA 認定基準 
(S2.1.2) 病気や創傷、ストレスの兆

候に速やかに対処するため、獣医師

は週 7 日間 24 時間体制で、動物に

対応できなければならない。 

AZA 認定基準 
(S2.2.1) 動物飼育職員が、治療目的

で動物薬を使用し、薬の適切な安全

管理ができるよう、公式に書面化さ

れた手順書を用意しなければならな

い。 

AZA 認定基準 
(S1.4.6) 動物記録システムの責任

者を指名しなければならない。責任

者は、施設で保有する動物の記録確

立と維持を担当し、動物に関する法

律や条例について、動物飼育職員全

員に周知する責任を負う。 

AZA 認定基準 
(S1.4.4) 電子媒体、紙媒体関わら

ず、すべての動物記録は複製し、異

なった場所で保管する。 

 第６章 獣医療 

 
6.1 獣医療 
獣医療は、動物をより良く飼育するために不可欠な要素であ

る。獣医師は常勤が望ましいが、それが現実的でない場合は、

顧問獣医師(パート)を雇い、月 2 回以上の訪問診療と緊急対応

ができるようにする(AZA 認定基準 2.1.1)。獣医師は、どんな

時もあらゆる病気や創傷、ストレスに速やかに対処しなければ

ならない(AZA 認定基準 2.1.2)。AZA 認定園館は、アメリカ動

物園獣医師会(AAZV)が定めた診療ガイドラインに従わなけれ

ばならない。 
www.aazv.org/associations/6442files/zoo_aquarium_vet 

_med_guidelines.pdf. 
 
現在のチンパンジーSSP/TAG 顧問獣医 

Kathryn Gamble 氏 Lincoln Park 動物園 
メールアドレス：kgamble@lpzoo.org 

Kay Backues 氏 Tulsa 動物園 
メールアドレス：kbackues@ci.tulsa.ok.us 

 
動物薬 
獣医療に使う医薬品の使用と安全に関する手順書を、公式文

書として用意し、飼育職員が利用できるようにしておく(AZA
認定基準 2.2.1)。手順書には、医薬品を投薬できる人の名前、

投薬できる状況、保管場所と保管管理者の名簿、ヒトがケガを

した際の緊急処置法について、最低限記載する。 
さらに、チンパンジーの通常の飼育管理に使えるよう医薬品

総覧を作り、保管方法や投与法、起こりうるすべての副作用の

危険性などを記載する。AZA チンパンジー種保存委員会は、

サンクチュアリや実験施設と協力して、将来の利用に備えこれ

らの情報をまとめる作業をおこなっている。 
動物の記録管理は、飼育上重要であり、各個体とその治療に

ついての情報は、いつでも利用できるようにしておく。指定さ

れた職員は、動物の記録書類の管理と、関連する法律や基準に

ついて飼育職員らに周知する責任がある(AZA認定基準 1.4.6)。
記録は正確に、毎日作成する(AZA 認定基準 1.4.7)。完全で最

新の記録は複製し、施設内の防火容器と(AZA認定基準 1.4.5)、

別施設で保管する(AZA 認定基準 1.4.4)。各園館は、記録や保

管について施設のガイドラインを参照し、従い、そしてその地

域で関連する法律や規則についてのすべての実用的知識を持

たなくてはならない。 
 
 
6.2 個体識別法 
 様々な方法で個体識別ができれば、より効果的に個体ごとの

世話ができるようになる。常に動物を識別するようにし、識別

番号に一致させるべきであり、個体識別ができない場合は、動

物の正確な記録を残す方法を明確にしておく(AZA 認定基準 
1.4.3)。 
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AZA 認定基準 
(S1.4.3) 動物はいつでも識別でき

るよう、対応する識別番号を持つ必

要がある。群れや他の動物と一緒に

飼育されていてすぐに識別できない

場合は、各園館は記録を残す方法を

明確にしておく必要がある。 

AZA 認定基準 
(S1.4.1) 動物目録は、少なくとも年

に 1 回は編集し、動物個体の増減に

ついて取りまとめる。 

AZA 認定基準 
(S1.4.2) 園館で所有する全動物種

を目録に表示し、他施設と貸し借り

している動物も掲載する。貸借動物

には、目録に注釈を付記しておくべ

きである。 

AZA 認定基準 
(S2.7.1) 園館は新規到着動物の検

疫用に飼育施設とその技術を、傷病

動物の治療用に隔離施設とその技術

を持たなければならない。 

AZA 認定基準 
(S2.7.3) 検疫施設や動物病院、隔離

施設は AZA で採用された基準やガ

イドラインに準拠しなければならな

い。 

AZA 認定基準 
(S2.7.2) 検疫についての公式な手

順書を作成し、検疫動物に関わるす

べての職員が利用でき、熟知される

ようにする。 

AZA 加盟園館は、少なくとも年に 1 回は動物目録を作り、

個体の増減について取りまとめる(AZA 認定基準 1.4.1)。取引

伝票は、動物の取引の可能性がある場合に、AZA 職業倫理規

定(AZA Code of Professional Ethics)や AZA 取得および処理

の指針(付録 B 参照)、AZA 会員規定や手順書、ガイドライン

を守るべき記録となる。また取引伝票では、適応する現地や

州、連邦、国際機関の定める法律や規則を遵守していること

を強調しなければならない。AZA 認定園館はすべて、AZA 取

得および処理の指針(付録 B)に従わなければならず、すべての

取得や処理の決定の際には、動物の長期的な福祉を配慮すべ

きである。AZA 加盟園は、貸し借りしている動物も含め、所

有するすべての種を目録に掲載する(AZA 認定基準 1.4.2)。チ

ンパンジー地域血統登録書は、(a)血統登録書番号：血統登録

者により付けられる(Steve Ross: sross@LPZoo.org)、(b)地域

ID 番号(飼育施設でつけられる)、(c)個体名の、主に 3 つで識

別している。この 3 種のうち最初のものだけがチンパンジー

の生涯において不変であることを保証するので、それが個体

識別で最も信頼できるものである。 
 
 
6.3 推奨される移動時の検査と診断 
 種保存委員会からの勧告により、種の保存のための協力事業として、チンパンジーの移動が AZA 認

定動物園館や認定関連施設(CRFs)間で頻繁におこなわれる。こうした移動はできるだけ利他的に実施し、

これらの動物たちの健康状態を確認するための検査や診断に関わる費用についても、考慮すべきである。 
検疫施設は、検疫期間中のチンパンジーを安全に収容するものでなければならない。通常の施設に求

められる安全性と健康は、検疫施設にも求められるが、チンパンジーの短期間の収容なら、利用空間は

より少なくても良い。そのため、チンパンジーを単独で収容する時は特に、環境刺激を作る特別な配慮

が必要である。受け入れ側に適切で安全な検疫施設がない場合は、搬出や受け入れ、中間施設の獣医師

たちが適切な調整をおこなったうえで、近隣の施設で検疫をおこなうこともある。 
 
 
6.4 検疫 
 AZA 加盟園館は、新規導入個体を検疫するための飼育施設

とその技術、そして疾病動物のための隔離施設と治療技術を持

たなければならない。検疫施設や動物病院、隔離区域はすべて、

AZA 基準やガイドラインに従ったものにする(S2.7.3 付録 C)。
検疫の手順はすべて、獣医師によって監修された公式文書にし、

検疫動物に接する職員が利用できるようにする。もし検疫用の

専用施設がない場合は、直接接触を禁止し、病気の伝播を防止

し、塵埃や排水の汚染を避けるため、新規導入個体を既存個体

から隔離するべきである。受け入れ施設に適切な検疫施設がな

い場合は、AZA や AALAS 認定園館で、移動前検疫を実施す

ることもできる。AZA 基準や推奨事項に比べより厳格な現地

や州、連邦の規則が優先されることもある。 
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AZA 認定基準 
(S11.1.2) 人獣共通感染症を予防す

る訓練と手順書を保有しなければな

らない。 

 AZA 加盟園は、新規導入個体の検疫など、全個体に疾患が

伝染する危険を最小限にするための、人獣共通感染症を予防

する手順書とその訓練の実施計画書を持たなければならない

(AZA 認定基準 11.1.2)。できれば、検疫動物だけを飼育する

職員を決めると良い。飼育員が検疫動物と既存動物両方の飼

育をする必要がある場合は、既存動物の飼育を終えてから、検疫動物に対処する。検疫動物のために使

う給餌や飼育、エンリッチメント用品は、使用を検疫動物だけに限定する。これができない場合は、既

存動物が使用する前に、検疫を監督する獣医師が指定する方法で、すべての用品を適切に消毒しなけれ

ばならない。 
 
検疫手順 
検疫の目的は、新規導入個体(たち)が持ち込む病原体から、既存動物や職員を守ることである。検疫

期間中(30～60 日)は、新規個体を既存の群れから隔離した場所で、既知の病気の検出をおこなう。検査

内容の程度は、個体の来歴や由来により異なる。最低限の事前検査しか実施されていない場合は、より

長い検疫期間(60～90 日)を考慮することが重要であり、私的施設や野生由来の動物(輸入個体)には 90～
120 日延長が義務づけられている。同じ分類目の動物がチンパンジーの検疫エリアに導入された場合は、

検疫を再度、はじめからやり直さなければならない。しかし、異なる分類目の動物が追加される場合は、

検疫をやり直す必要はない。チンパンジーを単独飼育する場合は、検疫期間の長さに関係なく、エンリ

ッチメントに、より注意を払う必要がある(第 6 章 6 節の情報を参照)。 
検疫の一環として、検疫動物が入る予定の群れの感染性病原体の保有状況を知っておく必要がある。

これは、定期的な健康診断や診療記録で管理することができる。新規個体の検疫は、診療記録やその個

体の社会経歴、もといた群れや、飼育歴を確認することから始める。個体ごとの診療記録は、正しく管

理し、検疫期間中は容易に参照できるようにする。搬出施設から出る前に、チンパンジーはすべての検

査を受け(表 4 参照)、受け取り施設の獣医師や学芸員に出発前に報告しなければならない。新施設へ到

着後 2 週間以内に、再び身体検査をするためにチンパンジーを不動化する(表 4)。糞便浮遊法で寄生虫

が確認された場合は、適切な治療剤を処方する。輸送前と検疫検査の組み合わせで、この期間に最低 2
回の身体検査が実施される。しかしより長期の検疫間隔では、3～4 週おきに検査が繰り返されることも

ある。 
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AZA 認定基準 
(S11.1.3) ツベルクリン接種とその

経過観察は、職員と動物両方の健康

を守るため、適切と思われる動物飼

育職員に実施する。 

 
表 4：推奨されるチンパンジーの身体検査(定期的なものおよび検疫) 

検疫期間中は、特定の診断検査を、可能なら全個体、不可能なら(バードケージの鳥や水槽のカエルな

ど)大集団から数個体を取り出して実施する(付録 C 参照)。できるだけ、歯科検査などを含めたすべての

検査を実施する。外部寄生虫検査を実施し、必要な場合は処置をする。血液は採取、分析し、遡及評価

用に-70ºC 冷凍庫か自動霜取り機の付いた-20ºC 冷凍庫で、血清を保存する。糞便も採取し、消化管寄

生虫検査を実施し、必要に応じて処置をおこなう。ワクチン接種は適時更新し、ワクチン履歴が不明な

場合は未接種個体として取り扱い、一連のワクチン接種を実施する。 
ツベルクリン接種とその経過観察は、職員と動物、両方の

健康を守るため、適切と思われる動物飼育職員に実施する

(AZA 認定基準 11.1.3)。動物の検査内容は、個体の疾病や病

歴に応じ、最初の検疫検査から毎年実施する健康診断までさ

まざまであり、これは獣医師により判断される。動物は、生

来の特徴などで常に識別するようにし、必要なら麻酔下や拘

束下で目印(入れ墨や刻耳、耳標など)を入れる。診断結果に問題がなく、2 週間以上あけて実施した糞

便検査が 2 回とも陰性なら、検疫は終了する。各個体の診療記録は、検疫期間中正しく管理し、容易に

検査法 注意事項 
診察 
 
歯科検査 
 
体重測定 
 
採血 
 
 
 
直腸培養 
 
抗酸菌検査 
 
 
画像診断 
 
 
 
 
ウイルス検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予防接種 

必要に応じて聴診器などの器具を使った全身検査をおこなう 
 
必要に応じて予防もおこなう 
 
―― 
 
- 全血球計算、生化学、血液型、ウイルス血清学、血清保存(全年齢) 
- 甲状腺検査(15 歳以上) 
- コレステロール、脂質検査、心疾患バイオマーカー(30 歳以上) 
 
サルモネラ、赤痢、カンピロバクター、エルシニア 
 
皮内テスト、胃・気管・気管支の洗浄、PRIMAGAM®(サル類用結核検査

キット) 
 
- 胸部、できれば腹部のエックス線検査(全年齢) 
- 腹部超音波検査(15 歳以上) 
- 心臓超音波検査(30 歳以上) 
 
 
- サル免疫不全ウイルス(SIV) 
- サルフォーミーウイルス(SFV) 
- サイトメガロウイルス(CMV) 
- 単純へルペスⅠ型、Ⅱ型(HSV-1, HSV-2) 
- インフルエンザ A 、B(Flu A と Flu B) 
- パラインフルエンザ 1、2、3 型 
- RS ウイルス(RSV) 
- サルアデノウイルス(SA-8) 
- 麻疹 
- 水痘(HVZ) 
- EB ウイルス(EBV) 
- (追加)A 型肝炎、B 型肝炎、脳心筋炎(EMC) 
 
第 6 章 4 項を参照 
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AZA 認定基準 
(S2.5.1) 死亡した動物に剖検をお

こない、その死亡原因を究明する。

剖検後の遺体は、地域や州の法律に

従って廃棄する。 

AZA 認定基準 
(S2.4.1) 獣医学の管理計画では、疾

病予防を重視する。 

利用できるようにする。 
チンパンジー種保存委員会や関連する獣医アドバイザーは、検疫期間中に使うことのできる総合“正

常 ” 値 一 覧 を 作 成 中 で あ る 。 こ れ ら の お お よ そ の 範 囲 は

MedArks(www.isis.org/CMSHOME/content/MedARKS)で参照できる。 
 

人獣共通感染症の感染防止のための検疫方法 
ラテックス手袋や外科用マスク、作業着、手指消毒剤などの個人用保護用品を、検疫区域だけで使用

し、検疫区域への出入りには、踏み込み槽を使うようにする。 
 
消毒法 
施設や機材の消毒は、他のサル類の推奨事項と同様である。 

 
剖検 
チンパンジーが死亡した場合は剖検(肉眼所見と病理組織)

を実施し、その種の獣医学的知見や基本的な解剖学的知識を

増やし、残った個体の適正な飼育を進める必要がある。すべ

ての生物はいつか死亡するが、検疫期間中に死亡した動物は、

死因究明のために剖検し、その後の遺体処理は地域や州の法

令に従っておこなう(AZA 認定基準 2.5.1)。剖検では、外面

と内面の肉眼による詳細な観察をおこない、病理組織検査のために臓器から組織片を採取する。大型類

人猿用の標準剖検手順(米国動物園獣医師会により提供)を、付録 G に詳述する。 
 剖検記録は、他の個体の死や病理と評価、比較するために AZA チンパンジー種保存委員会の獣医ア

ドバイザーに提出する。ここ 5～10 年間の死因として、心疾患(心筋線維症(瘢痕化)から引き起こされる

ことが多い)の重要性が増している。診断方法についての調査と、この種における症例管理が進行中であ

る。 
 
 
6.5 予防医学 
 AZA 認定園館は、疾病予防に重点を置いた広範な獣医教育を

実施すべきである(AZA 認定基準 2.4.1)。米国動物園獣医師会

(AAZV)では、すべての動物に対し積極的な獣医療管理を確立す

るため、実施すべき効果的な予防獣医学の概要を作ってきた

(www.aazv.org/associations/6442/files/zoo_aquarium_vet_med_guidelines.pdf)。 
チンパンジーの健康管理を適切におこなうには、現在の専門的基準に基づいた飼育管理と獣医処置、

そして動物が肉体的にも行動的にも完全に良い状態であることが必要である。チンパンジーは分類学的

にヒトに近いので、ヒト疾患の多くに感染しやすい。動物園や水族館で来園者とチンパンジーを密に接

触させると、双方へ病気が広がってしまう可能性がある。無症状の感染症や保菌個体が、チンパンジー

集団内に広がり、未感染のチンパンジーだけでなく、飼育員へも感染するかもしれない。そのためより

良い予防医学の実施は、チンパンジーと飼育職員双方の健康に貢献する。 
予防医学に重点を置いた獣医学的管理は、医療対応の必要も減らすだろう。飼育者は、健康的な環境

づくりのため、チンパンジー各個体の健康状態を観察しなければならない。健康促進への基本要素は、

以下の通りである。検疫(第 6 章 3 節参照)、個体や群れの診療記録、飼育員の日常観察と獣医への報告、

日常的な身体検査、予防接種、駆虫、適切な栄養管理、新たな健康問題の監視。 
 
毎日の観察 
チンパンジーの健康状態と行動を毎日観察することは、日常的なチンパンジーの健康維持に重要であ

る。仲間との関わり方や食欲、排泄物、傷病の気配など、個々への注意深い観察を、飼育員、できれば

複数の飼育員が、毎日おこなうべきである。この時に、獣医により処方された薬剤やサプリメントを投

与する。このような作業を実施するためには、観察内容を記録して文書化し、12 時間以内に獣医に提出

するようにしなければならない。オペラント条件付けのトレーニングは、日常業務に絡めて毎日実施し、

体重測定や口腔内観察、注射訓練、聴診などの獣医学的手技を取り入れる(詳細は第 8 章 1 節オペラン

ト条件付けを参照)。 
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定期健康診断 
群れの全個体に対して 18～24 ヶ月に 1 回、できれば園館内の動物病院で、無理であれば飼育施設内

の指定場所で、健康診断を実施するよう推奨する。健康診断では、動物と飼育者の安全のために、深い

鎮静、もしくは麻酔が必要となる(第 6 章 5 節参照)。動物を麻酔し保定した後に、全身の視診と触診を

おこなう(表 4 第 6 章 3 節参照)。検査では、胸部聴診や深い腹部の触診、直腸指診、そして適切な器具

を使って眼球や耳道、鼻腔を、さらにメスチンパンジーでは膣円蓋も観察する。 
 
歯科検査 
歯科検査は、歯科医や獣医歯科医の指導を受け実施する。長期的な問題の監視や日常の歯科管理には、

ヒト用の歯科カルテが便利である。歯のクリーニングは普段の健康診断で適時実施し、オペラント条件

付けのトレーニングに歯磨きを取り入れると良い。歯肉をよく観察して、歯周病の進行を把握する。ヒ

トでは、歯周病対策に毎日低量のドキシサイクリンを投与することがあり、類人猿でも報告されている。

破折歯や歯根が露出した歯は、歯の専門家により抜歯か歯内療法(歯根管治療)をおこなう。経営陣は、

同居や創傷を減らすために、抜歯や歯の加工をすべきではない。 
 
採血 
血液は通常、大腿静脈か伏在静脈、頭部の静脈から採取する。血液は、あらゆる年齢での血球算定(CBC)

や血清生化学、ウイルス検査(表 4、第 6 章 3 節)、血液型判定、血清保存に使い、オトナ個体、特に 30
才以上の個体では、甲状腺検査、コレステロール、中性脂肪、リポプロテイン、心疾患マーカーの検査

にも使う。飼育チンパンジーの標準値は、Howel ら(2003)の研究に記載されている。 
 
糞便検査 
糞の採取や直腸培養は、赤痢やサルモネラ、キャンピロバクター、エルシニアの培養検査のために定

期的におこない、もし検出歴があればクロストリジウム毒素も検査する。この培養は、腹部を抱え込む

ような下痢や、全身性の症状を伴う下痢をした個体に対しおこなう。 
 
画像診断 
胸部や腹部のエックス線は、四肢が開いた形で 2 方向(側面と背腹)から撮影する。気になる骨格部分

や以前の創傷部位も撮影しておく。腹部の超音波検査は、日常的に経直腸超音波検査と一緒に実施する

か、診断上必要な時に他の高度な画像診断とともに実施する。チンパンジーでは心疾患が増加している

ため、心臓をしっかり検診することは重要であり、心電図や血圧測定、心エコーなどを実施するべきで

ある。特に高齢で肥満の個体は、経食道の心エコー(TEE)を使った心臓の超音波診断がとても有効であ

る。これらの画像診断による記録は、長期的な監視にも役立つ。オスチンパンジーの心疾患でよく見ら

れる特徴的症状は陰嚢浮腫であり、身体検査の際、特に注意して確認する必要がある。 
 
抗酸菌検査 
抗酸菌(結核菌)検査は、経歴が不詳だったり過去に感染歴がある群れに対して、特に徹底して実施す

る。最低限、皮内検査を実施し、mOT(動物用オールドツベルクリン液)と、反対側にコントロールとし

て生食もしくは APPD(鳥型結核菌精製蛋白)を接種する。検査をする場所は通常、眼瞼が簡単で、24 時

間ごとに 3 日間確認する。動物に体の部位を提示してもらい、無毛で皮膚が薄い部分(乳輪など)や、最

低限の皮膚の厚さで毛を剃った部分を利用しても良い。さらに、毎年の健康診断で、胃や気管、理想的

には気管支肺胞のサンプルを採取し、経験が豊富な研究室で結核菌培養をおこなうと良い。胸部エック

ス線は、リンパ節腫大の特徴的病変を注意深く観察する。結核菌の吸入や非定型抗酸菌のリンパ節感染

は、通常、呼吸器感染症として発見されるからである。ヘパリンを添加した全血を使って、抗酸菌感染

の血清学的証拠を評価するためにインターフェロン検査(Primagam、日本では未発売)をすることもで

きる。 
 
予防接種 
予防接種は、個体または群れごとに、来歴や感染の危険性、現在のヒト用医学予防ガイドラインを考

慮して実施する。これらの製品についての参考資料や情報は、小児科医や感染症専門医が詳しいだろう。

コドモ向けとオトナ向けに別々に接種計画を考え、実施していく。予防接種は少なくとも、麻疹、ポリ
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オ、破傷風を打つ。人工哺育のコドモは飼育者との直接接触が多いため、自然哺育の個体より多くの予

防接種が必要となる。野生哺乳類と日常的に接するチンパンジーは、狂犬病予防の適用外使用を受ける

べきである。 
チンパンジーの予防接種には、可能なかぎり修正生ワクチン(MLV)でなく、不活化ワクチンを使うべ

きである。こうした選択をすることで、病原体の再活性化などによる副作用を減らすことができる。こ

れらのワクチン製品は、チンパンジーや他の類人猿に対して、効果も安全性も公式には確認されていな

いので、適用外使用であることを心にとめておく。しかし、今日まで AZA 加盟園でたくさんの投与が

おこなわれてきたが、種に特有の問題が確認されたことはない。妊娠中や、避妊していない妊娠の可能

性が高い個体には、風疹の予防接種をおこなわないなど、ヒトのガイドラインと同じ警告に従うべきだ

ろう。 
実績のある予防接種手順に従っても、予防接種を実施する際には、アナフィラキシーショックのよう

なすぐに出る副作用や、遅延型過敏反応などの副作用が起こることがある。アナフィラキシーは、ワク

チン接種後数分以内に、生命を脅かすような極度の虚脱、心肺停止、呼吸不全を示し、そして死に至る

が、エピネフリンの非経口投与で回復できる。遅延型反応は、ワクチン接種後数時間で、蕁麻疹、発赤、

顔面腫脹、掻痒が起こる。これらの反応は、抗ヒスタミン薬で抑えることができる。予防接種 24～48
時間後には、特にコドモでその他の症状が現れることがあるが、これは副作用ではなく、注射された四

肢への痛みや全身倦怠感、食欲不振、倦怠感などの免疫刺激に関わるものである。これらの兆候は、特

別な処置がなくても回復するが、非ステロイド消炎鎮痛薬(NSAID)を投与することで改善できる。 
 
寄生虫コントロール 
糞便浮遊法による内部寄生虫の定期検査は、季節変化を見るため年 2 回以上実施すべきである。数日

の間隔を置いた 2 回の検体をそれぞれ判定し、間欠的な排出を確認する。より確実に評価するには、沈

降法や直接塗抹法も実施する。検疫中は、糞便試料は 1 週間あけた少なくとも 3 回採取したもので実施

する。これらの結果と、群れや集団の経歴を考慮しながら、特定の駆虫薬を処方する。ヒトの感染症を

参考にすると、治療法の役立つ情報源となるだろう。正しい用量を使い、適切な賦形剤を選んで正しく

服用し、適切な間隔で投与を繰り返すことが重要である。投与後の状況により、長期治療の必要性を判

断する。過剰な治療や不適切な治療は、腸内細菌叢を乱し、持続性の下痢になることがある。内部寄生

虫の完全駆除が常に求める目標ではなく、症状の軽減や内部寄生虫数の減少を目指した方が良い場合も

ある。 
チンパンジーがよくかかる蟯虫(Enterobius sp.)や糞線虫(Strongyloides sp.)などの特定の寄生蠕虫に

は、12～18 ヶ月もの間、駆虫薬を繰り返し投与する(1 か月ごと)必要かあるかもしれない。蟯虫の診断

は、肛門部の激しいかゆみでわかることがあるが、定期的な糞便浮遊法で確認できないこともある。麻

酔下で、肛門または陰部周囲にセロハンテープを付着して虫卵を採取し、確定診断をおこなうこともで

きる。難治例では、駆虫薬のサイクリング療法も検討する。 
原虫には、バランチジウム(Balantidium coli)やトログロディテラ(Troglodytella sp.)などがある。こ

れらの原虫は、チンパンジーに病原性を示すことはめったにないが、他の類人猿と接触の機会がある場

合は治療が必要かもしれない。内部寄生虫のコントロールには、非浸透性の床や壁を消毒し、自然素材

の交換などをおこなうことが重要である。チンパンジーは食糞をする傾向があるので、毎日の糞便掃除

を強く推奨する。また、環境エンリッチメントとしてたくさんの物を与えることで、寄生虫の生活環の

確立を減らす効果がある。 
 
新生児の獣医学的管理 
原則として、健康な新生児はすべて母親から取り上げることなく、社会的な環境で育てるべきである。

新生児で最も一般的な疾病は、低体温症、脱水、電解質異常、腸炎、呼吸器疾患、泌尿器障害である。

新生児は、未熟児や感染症、先天性欠損が原因の基礎疾患がある場合もあれば、母親に育児放棄される

こともある。哺育や治療を必要とする新生児は、自ら体温調節できるようになるまで、保育器で哺育す

べきである(Lee と Guhad 2001)。保育器は、ヒトの乳児で適切な設定とほぼ同じ設定にし、保育器を

扱いやすい近くの場所に設置して、あらゆる作業をおこなう。獣医師は、新生児が衰弱している場合に

介入できるよう、母親に鎮静剤を使う準備をしておく。新生児が死亡した場合は、速やかに遺体を回収

すべきであり、しっかりした病理解剖をおこない、将来の繁殖に役立つよう先天性疾患や母子間の不適

合などを調べておく。 
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AZA 認定基準 
(S11.1.2) 人獣共通感染症を予防す

る訓練と手順書を保有しなければな

らない。 

AZA 認定基準 
(1.5.5) 飼育施設外や教育目的で使

用する動物のために、園館は残りの

動物たちを感染症から守るために、

所定の位置に適切な手順書を持たな

くてはならない。 

老齢個体の獣医学管理 
チンパンジーが高齢になるのに合わせ、獣医師や栄養士は、体調管理のため栄養要求の変化に合った

食事を調整しなくてはならない。高齢チンパンジーでよくみられる年齢が関係する病気は、腎疾患や心

疾患であり、これらはサプリメントや食事制限で特別に調整した食べ物が必要になるかもしれない。よ

り複雑な個別の必要性に合わせるには、内科医や栄養士が特に助けとなるだろう。上手な管理下での運

動は、老齢個体の健康維持に重要である。展示場を使う場合には、関節炎や体の不自由な個体に合わせ

た構造物が必要になるかもしれない。老齢個体の意欲や動きを変えるには、その個体に合わせたエンリ

ッチメントが必要になるだろう。 
高齢個体は病気への懸念が増え、長期的な苦しみを少なくするためは早期治療を開始する必要性があ

ることから、これらの個体の定期健康診断を継続することは重要であり、頻度を増やすこともあるかも

しれない。獣医師は、高齢個体では麻酔の危険性が増加することを認識すべきだが、断固としてじゅう

ぶんな健康管理を躊躇ってはいけない。 
 
人獣共通感染症の管理 
第 6 章 4 節で述べたとおり、AZA 加盟園館は、すべての動

物について、感染症の危険性をできるだけ少なくするために、

人獣共通感染症予防の手順書と訓練計画書を持たなくてはな

らない(AZA 認定基準 11.1.2)。飼育員は、健康な動物の飼育の

みを担当すべきだが、もし担当動物と同種の検疫動物、両方の

飼育が必要な場合は、施設間で衣服を替え、可能ならシャワーを浴びる必要がある。既存の動物のもと

へ戻る際も、シャワーを浴びる必要がある。健康な動物の給餌や世話、エンリッチメントに用いる機材

は、その動物だけに用いなければならない。 
人獣共通感染症対策は、チンパンジーと飼育員双方に重要である。チンパンジーとそれに関わるヒト

の安全のために、防疫計画によりチンパンジーの健康を常に監視することが重要である。同様に、飼育

員やその他の接触のある職員は、皮膚テストによるツベルクリン反応の毎年の再評価や、過去に受けた

予防接種歴についての問診など、職場の健康管理に参加しなければならない。これは動物の生体材料を

扱ったり獣医療に関わるサル類に間接的に接する職員にも当てはまる。AZA 動物健康委員会(AZA 
Animal Health Committee)および米国動物園獣医師会(AAZV)によって作られたサル類の取り扱いに

関するガイドラインでは、各施設は米国疾病対策予防センター(CDC)ガイドラインに従って職員の予防

接種を考慮すべきであるという内容について、施設への適応を見直している。 
疾病を持つ人間は、サル類に直接触ったり、餌を用意したりすべきではない。それが難しい場合は、

防護衣(マスクや手袋)を着用すべきである。日常の飼料管理においては、危害分析重要管理点(HACCP
ハサップ)の方法を、中央飼料管理室や個々のサル類調理室に導入すべきである。動物の食材の取り扱い、

洗浄、貯蔵、準備、給餌についても同様である。 
呼吸器感染症は、ヒト以外の霊長類では、最も疾病の原因になることが多い。職員は、自身の健康管

理や予防接種、ヒト以外の霊長類を扱う仕事の危険性をじゅうぶん理解するために、産業医との連携が

推奨される。獣医職員は、特に疾病や妊娠中などヒトの危険性が高まる時に、これらの医師に情報を提

供することができる。チンパンジーの獣医療は、ヒトの医療や予防医学とよく似ている。定期的なの職

員評価に、これら霊長類の健康評価も含めるべきである。獣医師アドバイザーによって毎年作成される

報告書には、この動物種のために予防医学と疾病の懸念につい

ての手順書の変更点を強調し、この文書に追加するべきである。 
どんな目的であれ、動物園や水族館から持ち出した動物は、

園館に残った健康な個体たちに感染症を広げてしまう危険性

を持っている。AZA 認定園館は、こうした事態を避けるための

適切な手順書を持っていなければならない(AZA 認定基準 
1.5.5)。 



第 6 章 獣医療 

45 
 

AZA 認定基準 
(S11.1.3) ツベルクリン接種とその

経過観察は、職員と動物両方の健康

を守るため、適切と思われる動物飼

育職員に実施する。 

AZA 認定基準 
(S2.3.1) 捕獲のための設備はすべ

て順調に稼働し、資格を持つ訓練さ

れた飼育職員により常に使えるよう

にしておく。 

 
また、第 6 章 4 節で述べたように、ツベルクリン検査とそ

の経過観察は、職員と動物両方の健康を守るため、必要に応

じて動物飼育職員のために制定されるべきである(AZA 認定

基準 11.1.3)。獣医師による決定に従い、動物の疾病や経歴次

第で、動物の検査手順は、導入時の検疫から毎年実施する診

断まで様々である。特定の感染症を防ぐために、その種合わ

せて追加の予防接種をおこなう。 
チンパンジーを飼育する園館は、政府や州、あるいは他の規制機関が定めた、施設における清掃や汚

染除去作業を厳密に守らなければならない。すべての消毒薬の毒性レベルを監視し、必要に応じて適切

な換気と乾燥をおこなう。 
 
 
6.6 捕獲、保定、不動化 
通常時や緊急時に処置が必要となった際、捕獲、保定およ

び不動化をおこなう。捕獲のための設備はすべて順調に稼働

し、資格を持つ訓練された飼育職員により常にきちんと使え

るようにしておかなければならない(AZA 認定基準 2.3.1)。 
 

保定 
装具(もしくは手作業での)保定は、チンパンジーに非常に強いストレスを与え、作業者にも危険を及

ぼす。AZA のチンパンジー種保存委員会では、正の強化トレーニングの一環で、輸送箱に収容したり、

直接注射を打つなどの作業をおこなうよう推奨している(Schapiro ら 2005)。近年の研究では、これら

の手法は、吹き矢などの選択や制御の選択肢がない方法よりも、よりストレスが少ないことが明らかに

なっている(Lambeth ら 2006)。自発的に注射を受け入れるのが困難な場合は、他の方法が必要になる。 
 
化学的不動化 
チンパンジーに麻酔をかける際は、適切な絶食後(12～24 時間)、鎮静剤(など)の筋肉内注射をおこな

うことが一般的である。チンパンジーを飼育する AZA 認定園館(n=40)の獣医師へ実施した 2006 年の調

査では、麻酔の導入や追加、心疾患個体への対応、気管挿管の頻度、麻酔の拮抗薬、過去 10 年間の手

順の変化についての一連の質問に、88％から回答があった。その調査結果を以下に要約する。 
チンパンジーの不動化には一般的に、テラゾール(ティレタミン－ゾラゼパム)、ケタミン、もしくは

これらとメデトミジンの組み合わせだった。時には、キシラジン、ベンゾジアゼピン(ジアゼパム、ミダ

ゾラム)、ブトルファノールなどが、併用されたり、導入薬として使用された。チンパンジーで用いられ

る麻酔方法を、次の表(表 5)に示した。 
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表 5:チンパンジーを飼育する AZA 認定施設で使われる麻酔薬の用法 
薬剤の組み合わせ 用量(mg/kg) 使用頻度* 
テラゾールのみ (T) 
 
 
ケタミンのみ(K) 
 
 
テラゾール(T)とケタミン(K) 
テラゾール(T)とメデトミジン(Me) 
 
ケタミン(K) とメデトミジン(Me) 
 
 
ケタミン(K)とミダゾラム(Mi) 
 
メデトミジン(Me)、ブトルファノール(B)、ミダゾ

ラム(Mi) 
 
メデトミジン(Me)、ブトルファノール(B)、ケタミ

ン(K) 

T: 1.5-3 
T: 3-6 
 
K: 2-5 
K: 8-10  
 
T: 1-3; K: 1-3 
T: 2; Me: 0.02-0.03 
 
K: 2; Me: 0.015-0.025 
K: 2-5; Me: 0.03-0.04  
K: 5-7; Me: 0.025-0.07  
 
K: 4-5; Mi: 0.05-0.1 
 
Me: 0.015; B: 0.085: Mi: 0.06 
 
Me: 0.015; B: 0.15-0.3; K: 1.5 

15% 
34% 
 
9% 
9% 
 
3% 
9% 
 
9% 
18% 
25% 
 
3% 
 
3% 
 
3% 

*獣医師 35 名の回答より、この薬剤を使用する獣医師の割合。2 つ以上の用法を使う獣医もあった。 
 
鎮静剤を投与後、対象個体の意識がなくなったことを確信するまで、職員は待たなければならない。

確認は、大声や箒などの長い棒での軽いつつきに反応するかを見ておこなう。これらの刺激に対し反応

がない場合は、少なくとも１つの脱出径路を確保しながら 2 人の職員が同時に入室し、3 人目の職員は

動物区域の外側から緊急機材(無線やドアの操作)の用意をしながら作業を見守る。麻酔下のチンパンジ

ーに直接触れる職員は、対象個体に網やカーゴネットをかけるなど、二次的な捕獲用具を用いるべきで

ある。この網は、担架などの車輪付き装置に動物を運ぶため、じゅうぶんな強度がなければならない。

直接体に触る(持ち上げるなど)前に、チンパンジーの意識レベルをさらに測るべきである。意識がない

ことを完全に確認した後に、複数の職員で動物を運搬する。輸送中は、頭部が垂れ下がったり壁や床に

ぶつかったりしないよう注意する。完全に挿管され、薬剤で不動化を維持するまで、ネットを取り外さ

ないようにする。 
 
追加麻酔法 
麻酔の長期的維持は、獣医師処置の手順により決定し、非経口か吸入により追加投与する。30 分以上

の処置(基本的な身体測定など)では挿管し、イソフルレンまたはセボフルレンなどの吸入麻酔で維持す

ることを推奨する。その他の追加麻酔薬と用量は、次の表(表 6)に示す。 
 
表 6: 追加麻酔薬 
薬剤 用量 (mg/kg) 使用頻度** 
テラゾール 
 
ケタミン 
 
 
プロポフォール 
 
ジアゼパムかミダゾラム 

1-2 
 
1-2 
3-4 
 
1-2 
 
0.1 

9% 
 
50% 
13% 
 
3% 
 
3% 

**獣医師 35 名の回答より、この薬剤を使用する獣医師の割合。 
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AZA 認定基準 
(2.4.2) 飼育員は、異常行動や病気

の臨床症状を理解する訓練を受け、

日常管理での動物の給餌や飼育(エ
ンリッチメントの用具やその方法)、
必要時には保定の知識を持たなくて

はならない。しかし、飼育員自身で

病気を評価したり、治療を実施した

りしてはいけない。 

AZA 認定基準 
(S2.3.2) 病院は、エックス線設備を

備えるか、エックス線を利用できる

機関を利用できるようにしておく。 

心臓病の問題 
心疾患の個体や、肥満や高齢(30 才以上)、高齢で心疾患の有無が不明な個体などの危険性を持つ個体

では、麻酔導入法を考慮する。見直し可能な方法としては、導入時に麻酔を低用量にする、一次誘導剤

としてケタミンだけを用いる、α2 作動薬(キシラジンやメデトミジンなど)の使用を避ける、心疾患個

体での選択的鎮静剤の中止、などである。 
 
拮抗薬 
メデトミジンの麻酔は、メデトミジン 1mg に対しアチパメゾール 5mg を投与して拮抗することがで

きる。メデトミジンを使用する施設は 1 ヶ所だけだったが、拮抗薬をこの方法で用いていた。キシラジ

ンを利用していた施設は、拮抗薬としてヨヒンビン(0.13mg/kg)を用いていた。ブトルファノールまた

はミダゾラムの拮抗薬としては、各々ナロキソン(narcan)やフルマゼニルが用いられていた。 
 
麻酔モニター 
心拍数そのリズム、脈拍、毛細血管再充満時間(CRT)、呼吸(深度と頻度)、体温などの測定は、麻酔

中の最低限のモニター項目である。麻酔中は、慎重に監視を続ける。麻酔が長時間におよぶ場合は、心

電図やパルスオキシメーター、血液ガスなどもモニターするよう推奨する。処置の都合で体位を変える

場合は、横臥位にすると麻酔の維持が改善するだろう。 
覚醒時には、逆流や嘔吐、重い流涎などによる誤嚥の危険性を避けるため、チンパンジーを横臥位に

する。干し草や毛布を背中に沿って置き、頭部をやや持ち上げ、口を下に向けるようにすると良いだろ

う。 
 
 
6.7 疾病、障害、創傷の管理と隔離 
 AZA 認定園館は、動物の疾病や障害、創傷などを管理する広

範な獣医方策と、必要に応じてこれらの動物を隔離して治療で

きる施設を持たなければならない。職員は、動物の給餌や飼育、

エンリッチメントはもちろん、動物に健康問題が起こった際に

は保定し、動物が示す行動指標を理解できるよう、訓練を受け

ておく(AZA 認定基準 2.4.2)。これらの観察内容は、獣医部門

へ報告されるよう手順を確立させておく。病院は、エックス線

設備を備えるか、エックス線を利用できる機関を利用できるよ

うにし(AZA 認定基準 2.3.2)、疾病や障害、創傷用の適切な装

置と必需品を備える。また、健康問題に対処でき、短期的、長

期的な医療処置が可能で、人獣共通感染症に対する知識がある

訓練された職員も必要である。 
 
 
創傷 
群れ飼育のチンパンジーでは、外因性の傷は珍しくない。コドモの成長過程や新規個体の群れへの導

入、そして安定した群れの中でも、順位をめぐる争いが起こり、その結果、創傷は起こる。創傷が長引

いたり、群れ復帰が遅れたりしないよう、群れや個体の行動評価をすることが重要である。オペラント

条件付けは、このような社会的争いの解決を進めるが、深刻な争いになった場合への緊急対策も準備し

ておくべきである。 
深刻な傷を負った場合には、麻酔下での浄化や創面削除(デブリドマン)、洗浄などの直接処置が必要

になる(第 6 章 5 節参照)。傷の深さや部位によっては、感染源となる壊死組織を封じ込めてしまったり、

嫌気状態になったりしないように注意しながら、傷の一時的創閉鎖を考慮する。処置後の洗浄や開放創

の局所治療は、希釈した消毒薬(クロルヘキシジンやポピドンヨードなど)や外用薬を使って、オペラン

ト条件付けでできるかもしれない。 
 
治療薬 
チンパンジーのオトナはヒトとほとんど同じ大きさなので(体重は通常 50～90kg(110～198ポンド))、

ヒト用の説明書や処方量は、チンパンジーの投薬の参考になるすばらしい情報源である。これにより、
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体重当たりでなく“個体”当たりの処方ができる。例外は小児科領域で、体重換算(mg/kg)が適切であ

る。 
獣医師は合法的に、FDA に認可された人体薬も動物薬も入手することができる。しかしこれらの製

品は、チンパンジー用として認可されたものではなく、安全性や効果も確認されていないため、すべて

は適応外使用である。 
 抗菌薬 

抗生物質と抗真菌薬療法は別々に、できるだけ細菌培養と感受性試験に基づいて実施する。抗

菌薬耐性を最小限にするため、これらの薬は慎重かつ適切に用いることが重要である。例えば、

呼吸器のウイルス感染では、細菌による二次感染が確認された場合にだけ、これらの薬を投与す

る。 
 駆虫薬 

 抗菌薬と同様、駆虫薬は特定の寄生虫に的を絞って用いる。蠕虫は、ベンツイミダゾール系(フ
ェンベンダゾール、メベンダゾールなど)、アベルメクチン(イベルメクチン)、パモ酸ピランテル

などで治療がおこなわれている。原虫に対しては、メトロニダゾールやドキシサイクリンが用い

られる。 
 鎮痛薬 

痛みの制御は、ヒト以外のすべての霊長類へ対する獣医療の一環として、ますます一般的にな

ってきている。これは、慢性と急性により使い分ける必要がある。慢性痛には、関節炎などがあ

る。多角的鎮痛法では、副作用を減らすために最小有効用量で投与量を続ける必要がある。この

方法では、抗炎剤(非ステロイド、ステロイド)、栄養補助食品、環境適応(快適さ、熱源、設備の

改装など)の考慮も重要である。手術時など急で短時間の場合は、薬剤投与の時期と間隔を考慮す

る。非ステロイド性消炎剤(アスピリン、イブプロフェン、アセトアミノフェンなど)を、非麻薬

系鎮痛剤(ブトルファノール、ブプレノルフェン、コデイン、トラマドール、フェンタニルなど)
と併用してバランスよく使えば、鎮痛効果は高いだろう。 

 
遺伝性疾患 
チンパンジーは、ヒトで見られる遺伝性疾患や障害のほとんどにかかるし、かかっている。多くの場

合、治療法についてヒトの専門医へ照会すべきである。 
 
疾病時の行動指標 
チンパンジーが健康上の問題を持っている場合、無気力になったり、社会的な行動が減り、食欲をな

くすなどといった症状が現れるかもしれない。一般的に、ヒトが病気になった時に示すどんな兆候も、

チンパンジーに当てはめることができる。他の野生動物と同様、チンパンジーも、痛みや異常を隠そう

とするかもしれないので、病気の兆候が表れる場合は、その個体は非常に強い不快感を覚えていると考

える。 
 
行動の変化を認めた際の職員の対応手順 
各施設の手順書に従い、責任者もしくは獣医師に報告する。飼育職員は、観察された健康問題の兆候

について詳細を示し、緊急事態と思われる場合は、その事を明らかにしなければならない。 
 
典型的な疾病や創傷 
心疾患や腎疾患は、チンパンジーの死因として一般的である。呼吸器疾患や寄生虫感染、創傷(群れの

他個体に負わされることが多い)もまた、一般的に見られる。詳細は、第 6 章 4 節と 6 節を参照のこと。 
 
入院と隔離 
通常なら、社会的な環境でチンパンジーを飼育するのにじゅうぶんな空間を与える必要がある。しか

し、特定の状況(疾病多発時や検疫など)では、個体を群れから一定期間隔離する必要がある。チンパン

ジーにおける社会関係の重要性を考えれば、個別飼育が大きな影響(通常は悪影響)を及ぼすことは、驚

くべきことではない。チンパンジーは仲間との視覚的、聴覚的接触がない“隔離”飼育に、否定的な反

応を示す(Capitanio 1986 を参照)。 
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AZA 認定基準 
(S1.5.8) 各園館は、園館内の動物福

祉の問題を確認し、対処するための

明確な手順書を作成しなければなら

ない。 

AZA 認定基準 
(S2.5.1) 死亡した動物に剖検をお

こない、その死亡原因を究明する。

剖検後の遺体は、地域や州の法律に

従って廃棄する。 

一般に、チンパンジーは適切な社会的接触がない環境で育てられると、ロッキングや目押さえのよう

な情動行動や自己指向性行動を広範囲に示したり(Davenport と Menzel 1963、Walsh ら 1982)、新規

物や環境への興味が薄くなり、これらへ対応ができなくなる(Menzel 1964)。母性行動の欠落(Davenport 
1979)や異常行動をし続けるなど、隔離の影響はオトナになっても続く。 

高齢での個別飼育も、高い頻度の異常行動と関係している。Brent ら(1989)は、研究目的で個別ケー

ジに移動したチンパンジーは、環境操作や発声の頻度が下がり、ロッキングや徘徊、回転などの常同行

動が増えるといった、著しい行動変化が見られたと報告している。Baker(1996)は、個別飼育のチンパ

ンジーは、ペア飼育と同じほどの異常行動を示したが、こうした行動の重症度は異なっていたと報告し

ている。個別飼育のチンパンジーは、自己攻撃行動のような行動をおこなうが、群れ飼育の個体ではめ

ったに観察されない。異常行動と個別ケージとの関係性や、個別飼育が社会、母性、繁殖行動に与える

有害な影響を考えると、個別飼育の制限や排除に対しあらゆる努力をおこなうべきである。 
個別飼育せざるを得ない時(感染症の治療時など)は、エンリッチメントを拡大して実施することで、

社会性に関わる退屈さやストレスを軽減し、物理的に制約された環境を緩和させる。実用的かつ有益な

エンリッチメントとしては、社会的状況の増加(他個体が見えたり、匂いが届いたり、声が聞こえる距離

で個別飼育のチンパンジーを飼育する)や給餌器による採食時間の延長(第 5 章 2 節参照)、様々な新規物

を与える(特に壊せる物)、道具使用課題やコンピュータ課題など目的が明確な行動の増加、様々な感覚

を刺激する環境要素の増加(Brent 2001)などがある。飼育員やトレーナーとの社会的接触もまた、良い

効果があるかもしれない。 
テレビの利用も、チンパンジーのエンリッチメントの手始めとして良いかも知れない(Rumbaug ら 

1989)。Bloomsmith ら(1990)は、ビデオの使用が個別飼育の個体により効果があることを発見している。

すべてのチンパンジーがテレビに関心を示すわけではないが、興味を示す個体にはエンリッチメントと

して与えることができるだろう。 
 
関連情報 
さらに詳細な個別飼育のチンパンジーの管理についての情報は、「飼育チンパンジーの飼育管理(The 

Care and Management of Captive Chimpanzees)」(Brent 2001)の「個別飼育チンパンジーの行動と環

境 エ ン リ ッ チ メ ン ト (Behavior and Environmental Enrichment of Individually Housed 
Chimpanzees)」の章で得ることができる。 

AZA 認定園館は、各園館内での動物福祉への関心を確認、

対処するための手順を明確にし(AZA 認定基準 1.5.8)、施設に

「動物福祉委員会」を設置しなければならない。この手順書に

は、飼育員が動物福祉に関する質問や考えを上司や動物福祉委

員会、必要ならば AZA 動物福祉委員会へ伝えるのに必要な方

法を明記しておく。手順書には、動物福祉の問題に関する職員

訓練や、あらゆる動物福祉問題の確認、この問題に対する適切な調整や実施、これらの対応結果に対す

る評価(必要ならこれらの対応の見直し)、これらの問題から得られた知識の普及などを、記述しておく

べきである。 
 チンパンジーを飼育する園館は多様であり、AZA の類人猿諮問グループやチンパンジー種保存委員会

は、それぞれの施設内で効果的な動物福祉問題を伝える最善の方法を示すことができない。チンパンジ

ーとともに働く飼育員全員が、これらの動物の飼育管理に関連する潜在的な動物福祉の問題を確認し、

伝え、できれば対処するために、施設の手順書をしっかり認識しておくべきである。 
 
安楽死と剖検 
第 6 章 4 節でも記したように、すべての生き物はいつかは

死亡する。動物の健康状態が悪化して最も人道的な処置とし

て安楽死がとられるか、もしくは動物自身で死ぬまでは、動

物園や水族館に所属する動物の飼育員として、可能な限り動

物たちに最良の世話をすることが重要である。安楽死は、生

活の質が次第に悪化し、治癒や回復の見込みがない傷病の際

に検討すべきである。人道的安楽死の選択には、米国獣医師

会(AVMA)の安楽死ガイドラインで定められた、バルビツレートや鎮静剤の過量投与などがある。剖検

は、死亡原因を究明するために死亡した個体に対しておこなうべきであり、その後の遺体の処分、地方
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や州、国の法律に従って処理をおこなう(AZA 認定基準 2.5.1)。剖検では、外部および内部の詳細な肉

眼による形態観察と、組織検査用に各臓器の組織サンプルの採取をおこなう。大型類人猿の標準的な剖

検手順(米国動物園獣医師会による)の詳細を、付録 G に示した。病理報告は AZA チンパンジー種保存

委員会の獣医アドバイザーに提出し、評価および他の死亡や病理との比較をおこなう。 
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第７章 繁殖 

 
7.1 繁殖生理と行動 
 飼育するにあたって、チンパンジーの繁殖生理や行動をよく理解しておくことが重要である。こうし

た知識は、AZA 加盟園館が取り組む、繁殖や人工授精、分娩、哺育、繁殖制限など、あらゆる局面で役

立つ。 
 
メスの場合 
野生で初めて性皮が腫脹するのは 8.5～9.5 歳(Tutin 1980)だが、飼育下では数年ほど早くなるようだ。

Earnhardt ら(2003)は、ゴンベの野生チンパンジーと AZA チンパンジー種保存委員会が管理する飼育

個体群を比較し、ゴンベより飼育チンパンジーの方が、より若い年齢で繁殖する傾向があることを明ら

かにした。通常、性皮の初腫脹から 1～1.5 年後に初潮を迎えるが、飼育下では 5.6 歳という若さで出産

した例もある(Earnhardt ら 2003)。5～10 歳においては、飼育下は 54.7％が初産を経験するが、野生

では 0％と最も対照的である。 
 メスの性皮は、排卵前のホルモン変化に従って大きく膨らみ、弾力を増す。性皮の腫脹は、内因性の

ホルモン環境と性行動の発現に、深く関連する(Bettinger と DeMatteo 2001)。通常(月経)周期は 36 日

で、72 時間の月経がある。尿中に肉眼でも見える血液の混入が断続的に観察されるため(一方、血尿は

試験紙での検査が必要)、各個体の周期を確かめることができる。性成熟したメスのチンパンジーは、肛

門付近や会陰部の組織が間質液の蓄積によって著しく腫脹し、ホルモンの影響で変動する。性皮の腫脹

は、最大サイズになるまで続き、卵胞期の期間中、腫れ続ける。黄体形成ホルモン(LH)が増加して排卵

が起こるのは、性皮が最大に腫れた最後の 24～28 時間である。排卵後の黄体期には、エストロゲン濃

度が低下し、プロゲステロン濃度が上昇するのとともに、性皮が萎縮していく。会陰部の腫れは、受精

や妊娠できることを示すわかり易い視覚的なサインであり、社会的性行動にも著しい影響を与える。腫

脹がピークを迎えると、メスはより積極的な行動をするようになる。青年期の若いメス個体は、高齢個

体よりもより熱心に交尾に誘う傾向がある。 
 
オスの場合 
ゴンベのオスの最も若い繁殖例は 12.9 歳である(Earnhardt ら 2003)。飼育下では、6 歳頃から繁殖

可能であることが知られている。野生で性成熟するのは、一般的に最初の性的発育が起こってから 3 年

後だが、飼育下のオスでは 7 歳頃にオトナと同じホルモン濃度に達し、8～9 歳頃には体重や歯列もオ

トナ同様になる(Kraemer ら 1982)。 
 発情期の性皮の腫れは、オスのチンパンジーにとってとても魅力的である。オスは、性皮の腫脹した

メスの近くで過ごす時間が有意に増加する傾向がある。メスは、妊娠中や月経中など、どの発情周期で

も交尾を受け入れるかもしれない。メスの発情程度に加え、年齢、時刻、興奮程度といった他の要因も、

交尾の可能性に影響を与えるかもしれない。交尾を始めるのは、オスの場合もあればメスの場合もある

が、野生でも飼育下でも、オスから誘う方が一般的である。オスの交尾戦略は多様で、群れメンバーの

目を盗んで、メスと“密会(コンソート)”することもある。群れのすべての順位のオスが、性皮の腫れ

たメスやその子どもと選択的に交流しようとする。敵対行動を伴うオス同士の闘争の頻度は、発情メス

の存在により高くなる。 
 
母子分離 
野生では、子どもは少なくとも 6 歳頃、時にはより長い期間を母親と一緒に過ごす。思春期になると、

メスは別の群れへ移動する。飼育下では、性皮が発達段階の若いメスを新しい群れに導入するのがやり

やすいかもしれない。その年齢を過ぎてしてしまうと、在来のメスたちから、オスの注目を奪う“恋敵”

とみなされてしまうかもしれない。もし、子持ちの若メスを導入するなら、群れのオトナたちから危害

を受ける可能性についてよく理解しておく(子殺しが起こるかもしれない)。また、若オスも同様に、オ

トナオスたちの攻撃対象になるかもしれない。このことより、オスの導入としては極めて困難な年齢だ

と思われる。もし繁殖計画に従って若い個体を別の群れに異動するなら、特にオスの場合は、5 歳まで

に新しい群れに移す。この時期なら、まだ子どもとみなされ、存在が脅威と感じられることはない

(McNary 1992)。いずれの場合も、移動個体と定住個体両方にとって、社会的導入に関わる危険性を、
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得られるメリットとはかりにかけるべきである。 
 子どもは最低 2～3 歳まで、できればそれ以上の期間を、生まれた群れの中で過ごすべきである。生

まれた群れで長く過ごすことへの悪影響は証明されていないが、年を取るほど他の群れへの移動が難し

くなり(上記参照)、近親交配を避ける必要が出てくる。野生のチンパンジーの群れは、複数の世代で構

成されることが多い。飼育下においても、群れへ新しい繁殖オスを導入し、父娘の繁殖を避け、確実な

避妊をおこなうことで、多世代にわたる群れづくりが何年もかけておこなわれてきている。繁殖メスが

いる群れで育った母親哺育の子どもは、オトナになった時に素晴らしい社会的能力や性的能力を示すこ

とが証明されている。 
 
繁殖ホルモンの測定 
チンパンジーの発情周期は平均 36 日で、性皮の腫脹と月経という 2 つの外的特徴から判断できる

(Yerkes と Elder 1936、Elder 1938、Young と Yerkes 1943、Graham ら 1972、Nadler ら 1985)。陰

唇や肛門周囲の性皮の腫脹は、間質液の蓄積により起こるものであり(Yerkes と Elder 1936、Clark と

Birch 1948)、卵巣ホルモンの量に応じて大きさや弾力が変わる(Allen ら 1936、Fish ら 1941、Clark
と Birch 1948、Graham ら 1972、McArthur ら 1981、Nadler ら 1985)。月経は約 3 日間続き、近く

で陰唇を確認すれば発見できる。尿サンプル内のヘモグロビンを検出する Hemastik®を使っても月経

を確認できるが、感度が高すぎて偽陽性が出ることもある(Bettinger と DeMatteo 2001)。周期の中頃

にエストロゲンがピークとなるが、その約 10 日前に性皮サイズや弾力は最大となる。性皮の最大腫脹

が続く期間の最後の 1～2 日で、LH(黄体ホルモン)サージが起こり、排卵を誘発する(Elder 1938、
Graham ら 1972、Graham 1981、Nadler ら 1985)。その後、エストロゲン濃度の低下とプロゲステ

ロン濃度の上昇に伴い、性皮が萎縮し始める(Graham ら 1972、McArthur ら 1981、Nadler ら 1985)。 
 
一般的な繁殖方法 
チンパンジーの繁殖方法としては、自然繁殖を推奨する。この動物種における人工授精(AI)技術は成

功しており(Martin ら 1978)、遺体から回収し凍結保存した精液による人工授精の例もある(Kusunoki
ら 2001)。 
 
繁殖時に起こる問題 
人工哺育された個体、特にオスでは、正常な性行動ができない場合が多く、ヒトを繁殖相手と見なし

たり、交尾でなく自慰行為をする場合も多い(Bloomsmith ら 1991)。メスでは、できるだけオスを遠ざ

けて交尾を拒絶する個体もいる。繁殖推奨ペアのうち、過去 10 年間で子どもができたのは、わずか 30％
であり、これは行動上の問題や相性に起因するところが大きい。繁殖率を改善するには、さらなる研究

が必要である。 
 
妊娠 
妊娠判定には、ヒト用に市販されている妊娠判定薬を使って、通常、朝一番の尿を測定する。妊娠 4

ヶ月以降になれば、超音波検査でも診断できる。 
妊娠メスには、妊娠中も普段通り群れの中で生活させるべきである。管理者は、妊娠が進むにつれ、

妊娠メスに対する群れの行動を監視するようにする。たいていの場合、出産は通常状態の群れの中でお

こなうようにする。群れの子どもや若者が新生児を攻撃する危険性もあるが、その危険性よりも社会的

ストレスを和らげる効果の方が上回るだろう。 
 
 
7.2 人工授精 
 動物の人工授精(AI)の実用化は、家畜の望ましい形質がより多くの子孫に受け継がれることを目的と

して、1900 年代前半に発達した。AZA 加盟園館が、多くの飼育動物種に対し人工授精技術を応用し始

めたのは、過去 10 年ほどのことである。AZA 血統登録書は、詳細な遺伝分析や個体群分析をおこない、

施設内外で決めたペアを繁殖させて遺伝的多様性を促進することで、動物の集団管理に役立てることを

目的としている。こうした決定は妥当な生物学的理由に基づいたものだが、繁殖施設への輸送や導入を

適切におこなうためには努力が必要であり、動物の社会は極めて複雑で、根気や資金も必要となるので、

妊娠が必ず保障されるわけではない。 
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人工授精では個体自身を移動させる必要がないため、AZA 血統登録からわかる必要性に合わせて実施

される、より一般的な技術となっている。オス個体には、自発的に精液サンプルを提供するようトレー

ニングできるし、メス個体にも、人工授精に自発的に協力したり、血中や尿ホルモンの測定や超音波検

査など、妊娠経過の観察ができるようトレーニングできる。多様な動物種で、精液を凍結保存する技術

が確立されてきたが、全分類群ではないので、さらなる研究が必要である。 
チンパンジーにも人工授精の技術は使われてきており(Martin ら 1978)、遺体から回収した凍結精液

を使った例もある(Kusunoki ら 2001)。AZA チンパンジー種保存委員会は、特に繁殖できない個体の

人工授精に取り組む園館の努力を支持するが、公式な推奨事項は、あくまで自然繁殖である。人工膣

(Bowsher ら 1992)や正の強化技術を使って、精液を採取することができる。 
 
 
7.3 妊娠と出産 
 妊娠時に起こる生理変化や行動変化を理解することは、とても重要である。園館はチンパンジーの妊

娠を確認したら、AZA 類人猿諮問グループ内の繁殖管理分科会に連絡を取ると良いだろう。このグルー

プは、自然哺育や人工哺育、代理母哺育、群れ復帰など、妊娠の結果起こりうるすべてのことに対する

情報を提供してくれる。チンパンジーは、妊娠期間中や出産、出産直後の絆期(Bonding)も、常に群れ

で飼育するべきである。トラブルを起こしがちな若い個体の存在など、一時的に妊娠メスと離す必要が

でる場合もあるが、できれば妊娠メスを他個体と一緒に残すのが望ましい。妊娠中や幼い子どもがいる

メスを、慣れない個体と出会わせることはしてはいけない。 
妊娠は、尿中の hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)検査と並行して、超音波検査も実施する。妊娠期間

は、227＋12 日の範囲で報告されている(詳細は第７章３節参照)。妊娠する可能性があるメスには、妊

娠前の 1 ヶ月間、葉酸サプリメントを毎日 400μg 経口投与して、胎児の神経管欠損を予防すると良い。

このビタミンは、ヒトの大人用ビタミンサプリメントとして市販されている。母親や胎児の貧血予防に、

鉄分サプリメントを妊娠期間中ずっと与える必要はないが、母親が鉄欠乏性貧血とわかっている場合は

与えるようにする。胎児の血液の形成が最大になる妊娠後期には、どの妊娠メスも鉄分補給が必要とな

る(Beard 2000)。 
Reyes ら(1975)は、妊娠および非妊娠チンパンジーの性腺刺激ホルモン、プロラクチン、性ステロイ

ドの血清中濃度を調査した。チンパンジー4 個体を対象に 2～3 日間隔で、発情 2～3 周期とその後の妊

娠期を連続測定し、FSH と LH、絨毛性ゴナドトロピン(CG)、プロラクチン、エストロン(E1)、エスト

ラジオール 17β(E2)、エストリオール(E3)、プロゲステロンの血清中濃度を報告した。発情周期のホル

モン変動はヒトとよく似ており、卵胞期初期に FSH の濃度が高まり、続いて周期中頃の LH と FSH の

ピーク直前に E2 の濃度がピークを迎えた(～35ng/dl)。たいていの周期では、黄体期に E2 の 2 回目の

上昇と、500ng/dl を上回るプロゲステロンの上昇が見られた。3 回の発情周期を通して、プロラクチン

濃度に一貫したパターンは確認されなかった。排卵後 10 日間に見られた E2 と LH および CG 濃度の同

時増加と、FSH の減少は、受精や着床の兆候と思われた。妊娠の初期サインはその他にも、黄体期プロ

ゲステロン濃度の持続や、E1 と E3 の上昇がある。周期中頃の LH と FSH のピークから 30～50 日後

に CG 濃度のピーク(56～154IU/ml)が現われ、その後低下し、妊娠終了前に微小な増加(～1IU/ml)がみ

られた。E1 と E2、E3 の濃度は、妊娠 80 日目頃から急速に上昇し、妊娠期間の終了時にピークの値に

達した(E1 は 180～300ng/dl、E2 は 500～800ng/dl、E3 は 400～1000ng/dl)。プロゲステロンには 2
回のピークがあり、1 回目は CG のピークと一致し、妊娠 80 日目頃から妊娠終了時まで 49～120ng/ml
に上昇し、2 回目のピークとなった。プロラクチン濃度は、不規則な変動(7～127ng/ml)をしながら、妊

娠期間にわたり増加した。これらの結果により、チンパンジーにおける妊娠期の内分泌パターンは、ヒ

トとほとんど同じであることが分かった。 
妊娠したチンパンジーの行動とそれに関わる群れの反応について、公表されているデータはごくわず

かしかない。母子の健康や福祉を向上するためにも、こうした状況に関するより詳細な報告があれば、

将来的な管理事項を定義するにも役立つだろう。出産予測も難しい点であり、伝承や根拠のない方法論

がはびこっている。妊娠メスは、群れから独り離れがちになる、怒りっぽくなる、動きが緩慢になり食

事の嗜好が変わる、などの報告があるが、いずれも科学的に評価されたものではない。ヒトの活動とチ

ンパンジーの行動の関係についての報告(Lambeth ら 1997)では、動物園のチンパンジーは忙しい週末

よりヒトの少ない平日に出産する傾向があるかもしれない、と仮定した(Alford ら 1992)が、動物園で

飼育するチンパンジーの出産日についての近年の分析では、この効果について疑問視しており(Wagner
と Ross 2008)、週の特定日に出産する傾向は見られないことを証明している。 
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7.4 分娩施設 
 出産が近づいてきたら、飼育担当者は母親が出産場所を快適だと感じるようにする。たいていの場合、

母親には普段暮らす空間で、群れの他個体が一緒にいる環境で出産できるようにする。つまり、独立し

た分娩施設は必要ない。「ベビー対策済み」空間を作り、赤ちゃんが抜け出せなくなるような小さな隙

間などをなくす。溺死事故防止のため、プールや水たまりは少なくとも最初の 6 ヶ月は水を抜き、数年

間は水深を浅くする。出産間近にはベッド素材を多すぎるくらい与え、母子がベッドを使う最初の 1 年

間は、その状態を続けることが特に重要である。施設内の温度も慎重に監視し、部分的に寒い場所(隙間

風が入るなど)をできるだけなくすようにする。 
 
 
7.5 哺育支援 
 野生では、メスのチンパンジーはその子どもと密接な関係を持ち、それは幼少期から若齢期に渡る比

較的長い期間続く。ほとんどの場合、母親は常に子どもを抱くか触れるかし、子どもが初めて母親から

離れるのは生後 6～12 ヶ月である。子どもは 4～5 歳になると、母親と離れて眠ったり、独自で歩き回

ったりするようになる(Clark 1977)。しかし、母親との絆はまだ何年も強いままであり、8～11 歳でオ

トナ個体のようにある程度独立するまでは、母親と密な関係でいる。飼育下のチンパンジーは、社会的

成熟が早まる傾向にあるが、こうした事実は、母子関係の重要性を浮き彫りにするものである。 
AZA のチンパンジー種保存委員会は、すべての飼育施設に対し、母親に自身の手で子育てする機会を

与え、ヒトは干渉しないよう勧告している。ヒトが介入するごく稀な状況としては、母親による虐待、

育児放棄、母や子の重篤な病気や怪我などである。このような母や子の生命が危険な状況では、担当者

が介入しなければならない。初期分離後すぐに子どもを母親に戻すことができれば、母親による哺育が

継続される場合もある。しかし、虐待や育児放棄で命に関わるような場合は、代替の哺育方法を検討し

なければならない。母親哺育に代わる第一の選択肢は、安全を確保しながらできるだけ早く、他のチン

パンジーに子どもを預けるというものである。生まれた群れで代理母とともに暮らすのが理想的だが、

馴染みのない個体でも代理母になれる場合もある。 
母親による育児が、適正といえない場合も多くある。園館は AZA チンパンジー種保存委員会と密に

連絡を取り、そうした行動が一時的な人工哺育のため子どもを取り上げるに値するかについて、助言を

受けるようにする。育児経験のない母親は、子どもを抱き続けようとせず、時々子どもを地面に放置す

ることがある。この行動は好ましくないが、母親の育児放棄と見なす必要はない。子どもが泣いたり、

明らかに危険が迫ったりしている(他個体が近づくなど)時の、母親の反応をよく観察する。こうした状

況になった時に、母親が子どもを抱きに戻るようであれば、安心しても良いだろう。子どもが定期的(通
常は 1～3 時間ごとに 1 回)に授乳できないようであれば、できるだけ格子越しに、哺乳瓶を使ってミル

クを与えるようにする。最近の例では、ある母親は生まれた子どもを無視し、子どもは十分なミルクを

飲めなかった。そこで母親に麻酔をかけ、子どもを母親の乳首に吸い付かせた。母親が目覚めたとき、

母子の絆は確立しており、人工哺育にする必要がなかった(S. Tanner 私信)。 
人工哺育の子どもを何歳で代理母に預けるかについては、代理母の健康状態や性格、育児経験はもち

ろん、子どもの健康状態や性格によっても変わる。早ければ 6 ヶ月齢で預けることもできるが、少なく

ともそれまでは、人工哺育で育てる必要があるだろう。責任者は常に AZA 類人猿諮問グループの繁殖

管理分科会と連絡を取りあい、代理母の可能性や最新の人工哺育法、その他の群れ復帰の方法について

相談するとよい。 
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人工哺育をおこなう場合は、子どもの物理的欲求だけでなく、精神的、社会的欲求も満たさなければ

ならない(Porton 1992)。以下に記す人工哺育法は、コロンバス動物園水族館のゴリラ哺育手順に、改変

を加えたものである(D. Lombardi 私信)。一般的に、チンパンジーの人工哺育には以下のことが求めら

れる。 
 24 時間、週 7 日の世話 
 早期の群れ復帰のため、仲間がいる環境で育つ 
 種特異的な方法で哺育する(チンパンジーの母親を真似る) 
 群れ入りが完全に完了するまで、人工哺育を組織が支援する 

 
哺育環境 
公衆の面前での哺育は、類人猿の子どもへの一般のイメージに影響を与え、霊長類をペットにしたい

という考えを助長することになりかねないので、人工哺育は展示場以外でおこなう。保育室は“霊長類

仕様”にする(手の届くところに容器や食べ物、危険物、壊れやすいものを置かないなど)。哺育室の近

くには、小さな台所と浴室が必須であり、冷蔵庫や電子レンジ、流し台、保管棚などを備え付けるよう

にする(必要に応じて洗濯機やドライヤーも)。哺育室入口には、踏み込み槽を整備する。動物飼育員は

ここで靴を脱ぎ、作業着から手術着に着替える。常に衛生的な手順を踏むようにする。飼育員は、哺育

室入室前やオムツ交換後、食事準備前など必要に応じて手を洗うようにする。子どもの分離時は、医療

用術衣か病衣、サージカルマスク、フットカバーを装着する。子どもの健康状態が安定しているのなら、

マスクの着用はしなくても良い。担当者が病気にかかった場合は、哺育室へ入ってはいけない。 
集中治療が必要な場合は、保育器を用いる。使用の際は、飼育員は保育器開口部から子どもを手で抱

くようにし、常時子どもに触れ続けるようにする。哺育器の外では、運動能力を強化するため、じゅう

ぶんに登れる環境(格子や構築物など)を整え、体重計を設置して、毎日の体重変化を記録する。 
 
出産前の準備 
出産予定日 1 ヶ月前から準備を始める。必要時に備え、保育室を清掃、消毒しておく。適切な代替ミ

ルクも注文しておく(Enfamil や Similac など。乳タンパクや乳糖にアレルギーがある場合は大豆ベース

の Isomil が良い。Porton 1992 を参照)。5％ブドウ糖や滅菌水、Pedialyte(イオン飲料)も少量購入し、

必要に応じて代替ミルクと混ぜたり、代替ミルクの代わりに使う。この時期に 24 時間体制 3 人×8 時

間シフトの試験的スケジュールを立ててみるとよい。母親から取り上げられた子どもは、母親か代理母

に戻るまでの間、24 時間体制の飼育が必要となる。 
 
記録 
記録は、哺育手順の一環として不可欠である。飼育員は、行動、運動能力の発達、食べた量、睡眠時

間、そして歯の萌出などといった指標となる情報を記録する。排泄物の情報(色、硬さ、量など)も重要

である。母親と引き離した最初 2 週間は、哺乳瓶での授乳の合間や、子どもが静かだったり眠ったりし

ている時に、バイタル(脈拍、呼吸、血圧、体温)を確認する。子どもが動いている時にこの作業をしよ

うとすると、子どもにも飼育員にもストレスになりすぎるので注意する。子どもの状態が安定している

なら、生後 3 週目までは、バイタルの確認は毎日同じ時間に、各シフトで 1 回実施する。継続的にバイ

タルを測定することで、基準値が分かる。この基準値から大きく外れる時は、どこかが悪い徴候かもし

れない。不安定なバイタルを追跡調査することで、早期診断、治療、すばやい回復につながるだろう。

こうした記録は、今後の人工哺育のガイドラインにもなる。夜間、子どもが眠っている時は、そのシフ

トでのバイタル測定を中止することができる。表 7 で、人工哺育時に記録すべきバイタル情報の例を示

した。 



第 7 章 繁殖 

56 
 

表 7：人工哺育時に日常的に記録すべき子どもの情報 

項目 記録 

体重 毎朝、給餌前の空腹時体重を測定する。オムツは外しておく。安全のため子どもが

毛布を持った状態で測り、後で毛布の重さを引いてもよい。 

安静時呼吸数 目視か、背中や腹部に手を当てて、子どもの呼吸を測定する。腕時計や掛け時計を

使って 15秒間の呼吸数を数え、4倍して 1分あたりの呼吸数とする。 

安静時心拍数 幼児用聴診器を用い、子どもの胸で測定する。15秒間の心拍数を確認し、4倍して 1

分あたりの心拍数とする。 

安静時体温 デジタル体温計を使って脇の下で測定する。体温が 37.8℃(100°F)を超えたら獣医

師に報告し、より頻繁に測定する。 

腹囲 オムツを外し、cm 表記の巻き尺を使ってウエスト周りを測定する。巻き尺の上部を

臍の下部に当てる。継続的に実施すれば、胃拡張の兆候もわかる。 

 
飼育員は、軟便や便秘、腹囲の増加、体温上昇、咳や鼻づまり、鼻汁、脈拍や呼吸数の変化、毛並み

の悪化、体重減少、舌表面の白化など、身体的、生理的兆候に警戒する。行動にみられる異常の兆候は、

子どもが飼育員に抱きつけない、過剰な依存、食欲不振、無気力、活動性の低下、過度の発声などがあ

る。このような場合は、すぐに獣医師に報告する。 
 
哺乳方法 
最初の約 3 ヶ月は、2～3 時間おきに哺乳瓶でミルクを乳児に与える。それでもお腹が空くようなら、

間食としてヒト乳幼児用の電解質溶液(Pedialyte など)を少量与える。離乳食が始まったら、哺乳瓶での

ミルクは 4 時間に 1 回でよい。子どもを代理母に預ける予定なら、早くとも 2 ヶ月齢から格子越しに哺

乳瓶でミルクを与えるようにする。代理母に託した後は、この方法が子どもへの唯一の給餌方法となる

ので、この給餌方法を子どもが安心して受けるようにする。子どもを飼育員の心臓付近で抱え、誤嚥を

防ぐためゆっくり飲ませると良い。この授乳位置は、母親の腹部と腹部を対面させる(V/V)体勢に倣った

ものであるが、子の成長にしたがって変えてもよい。 
 
離乳食 
離乳食を与える前に、飼育員や他個体が食べる様子を子どもに見せるか、必要に応じて、他の類人猿

が食べるビデオを見せる。まだ食べられない頃から、展示場のあちこちにある食べ物の匂いを嗅いだり、

触ったりする機会を作り、学習させる必要がある。子どもが食物に関心を持ち始め、乳歯の萌出が始ま

ったら、離乳食を始める。歯のことを考えて、大きく切った生のニンジンやセロリを与えてもよい。最

初は、サル用固形飼料を柔らかくして与え、続いて柔らかい野菜や果物(ふかしイモ、蒸したニンジン、

バナナなど)を与える。初めての食べ物は、慣れるまで約 1～2g ずつ与え、5g 単位で増加する。給餌の

際は、子どもをまっすぐに抱くようにする。一口分を指で押しつぶし、子どもの口に入れる。食べてい

る間、チンパンジー特有の、食べ物に対する柔らかな発声(グラント)をすることもある。子どもを格子

越しに他個体と対面させる時には、格子の両側に食物をばら撒いておく。子どもは近くで食べる間、他

個体が食べる様子を見たり、声を聞いたりすることができる。飼育員が群れの個体に食べ物を手渡す時

は、子どもにも格子越しに食べ物を与えるようにする。 
 
ヒトとの関係 
生後数週間は、子どもを常に抱き続け、暖かさと肌の接触を与える。子どもは飼育員の左胸、心臓の

近くで抱えるようにする。飼育員は、哺育業務の間、子どもを抱き続けるか、肌が触れ合えるくらい近

くにいるようにする。飼育員の体を子どもから離す必要がある場合(オムツ交換や体重測定など)は、ぬ

いぐるみや毛布を持たせたまま、安全な場所に腹ばいで寝かせる。 
子どもが成長し、周りの環境に興味を持つようになったら、上り下りしたり歩き回ったりすることの

できる選択肢を与える。その時も、飼育員は常に近くにいて、触ったり声かけしたりし続ける。飼育員

が交代する時は、静かにゆっくりと移動をする。飼育員と親密に接触することにより、どんな新しい経

験や状況にも適応できる子どもになる。 
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子どもと関わる時は、飼育員はできるだけ四つん這いの体勢をとるようにする。こうすれば、子ども

は飼育員の腕や脚につかまることができ、一緒に移動できる。子どもが成長するにつれ、這い回る飼育

員の背中に乗って移動するようになる。飼育員は、関節保護のため膝当てを着用するとよい。 
 
社会化 
仲間とともに育つ場合でも、同世代の仲間と育った子どもの方が、オトナになった時により社会に適

応しやすくなることが示唆されている。King と Mellen(1994)は、幼少期の経験が成長後の繁殖成功を

予想する上での主要な要因になる、と報告している。2 歳前に母親から離れた子どもの多くが、オトナ

になってまともな繁殖行動をすることができない。社会的孤立状態で育ったチンパンジーの多くは、交

尾行動に持っていくための適切な行動をすることができなかった(Rogers と Davenport 1969、
Davenport と Rogers 1970)。一方、群れで発情周期のあるメスや交尾行動を見て育った子どもは、オ

トナになって正常な交尾行動をとることが多くなるようだ。これらの研究により、幼少期の学習が、そ

の後の適切な繁殖行動の発現に強く影響することが示唆された(Bettinger と DeMatteo 2001)。 
幼少期のどのような経験が、その後の母性能力の発達に影響するかについて、相反する報告がある。

King と Mellen(1994)は、動物園のチンパンジーでは、幼少期の経験が、繁殖や母性行動に影響を与え

ると報告しているが、Toback ら(1992)は、母性能力に飼育経歴は影響しないと報告している。

Bloomsmith ら(1991)は、母親と 18 ヶ月間以上一緒に過ごしたかどうかが重要だと予想している。出産

経験や養育経験、母親と過ごす機会やその時間などといった要因が、メスのチンパンジーが適切な育児

行動をできるかどうかに関与しているのかもしれない(Bettinger と DeMatteo 2001)。 
若いうちに群れに戻すことは、子どもを社会に適応させる絶好のチャンスである。そのため、人工哺

育が必要な子どもの移動や受け入れを、協力園館に求めることがあるかもしれない。ヒトの世話がまだ

必要な子どもでも、同年代の子ども同士なら、仲間と安全に交流できるかもしれない(Porton 1992)。オ

スのチンパンジーたちが強い絆を持つようなるように、オスの子どもは一緒に群れで育ち、オトナにな

った時に繁殖群の中核を一緒に担うようにすべきである(McNary 1992)。なお、同世代飼育それ自体(子
どもだけの飼育など)は、適切な代理母が見つからない場合にのみにおこなうことに注意する。若い個体

に刺激的で挑戦的な環境を与える場合は、細心の注意を払う。AZA チンパンジー種保存委員会は、幼い

子どもがオトナの近くで育つことができるよう、現在の類人猿飼育施設にそうした空間を確保するか、

新たに設置することを強く推奨している(Porton 1992)。 
 
社会復帰 
人工哺育で育った子どもにとって、早い段階で種に固有の社会的行動のレパートリーを習得すること

は、極めて重要である。できれば、生後 6 ヶ月以内に母親に戻すと良い。この場合、この年齢の子ども

に哺乳瓶でミルクを与えることができるよう、母親にオペラント条件付けによる訓練をしておく必要が

ある。子どもを母親に返すことができないために他個体や違う群れに導入する場合は、早くとも生後 18
ヶ月にはおこない始めると良い(McNary 1992)。 

こうした若い個体との相性を見極めることも重要である。その結果、群れ中に子どもの必要性に答え

られる個体がいなくて子どもの精神状態が危ぶまれる場合には、別の群れへの導入が必要となるかもし

れない。子どもの最初のお見合い相手は、母性行動をとる傾向が強いメスか、そうした個体が不在な場

合でも、弟妹や群れの子どもたちに対し、強い“おばさん”行動をするオトナメスやワカメスが良い。 
社会復帰を試みる間も、飼育員の接触は子どもの安全上重要であるが、代理母が引き継ぐように、徐々

に減らしていかなければならない。また、子どもがオトナのチンパンジーから届かない場所へ逃げるこ

とができるようにする。子どもにストレスが現れたら、これらの進行を緩めるかもしれない。食欲不振

や普段の行動の変化、過度の癇癪、続く軟便などはすべて、子どもに社会復帰の試みからの休息が必要

というサインである。子どもが元気で活発に見えても、時に休息を与える必要がある(McNary 1992) 
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7.6 繁殖制限 
 AZA 加盟園館で飼育されている動物種の多くは、繁殖が成功しているため、繁殖制限をおこなって個

体数を健全な大きさで維持しなければならない。 
繁殖を制限するには、1)雌雄の分離、2)一時的な避妊、3)永久的な避妊、の 3 つの方法が一般的であ

る。永久的な避妊をするかについての決定は、AZA チンパンジー種保存委員会と相談の上でおこなう。

また、チンパンジーは社会的な動物であるため、一般的に雌雄の分離は推奨できない。チンパンジーの

一時的な避妊と、永久的避妊についての方法を以下にまとめた。商品や使用法、購入方法に関するより

詳しい情報は、AZA 野生動物繁殖制限センター(WCC)のウェブページを参照のこと。 
http://www.stlzoo.org / contraception 

外科的避妊術は、効果が高く避妊における費用も安いが、可逆的で短期的な方法の方が好まれるだろ

う。可逆的な避妊法としては、インプラントやピル、薬剤注射、子宮内避妊具(IUD)などがあり、群れ

内で普段の生活を続けながら、特定個体の繁殖を制限することができる。しかし、すべての可逆的な避

妊法が、行動に影響を与えないわけではない。その個体の年齢、繁殖歴、社会行動における副作用を考

慮して、有効性や安全性、避妊の実施方法のバランスをとることが重要である(Bettinger と DeMatteo 
2001)。チンパンジーの通常の社会的性行動に大きな影響を与えるため、性器の腫脹を完全に停止させ

ない避妊方法を選ぶようにする。避妊方法を選ぶ際には、群れの行動への影響を最小限にしながら、両

性において避妊が可能かどうかを評価するべきである。これら選択肢の可逆性や安全性に考えるのはも

ちろん、ホルモンによる避妊で体重の増加が見られないかどうか確認することも重要である。 
 
経口避妊法 
経口避妊薬(いわゆる“ピル”)は、合成プロゲスチンとエストロゲンを組み合わせたものであり、ヒ

ト女性用製品と同じものを使うことができる(表 8 参照)。ヒトの月経周期はより短い 28 日であることに

注意し、チンパンジーには高用量の標準的な製品を同じ服用頻度で処方すると良いだろう。チンパンジ

ーにおけるピルの失敗率は、4％未満と報告されている。避妊効果は高いうえ、投与停止後は速やかに

体内で代謝され、すぐに発情周期が戻る。この避妊方法による発情周期への影響は最小限なので、メス

の性皮の腫脹程度は様々であり、繁殖行動ができる場合もある。しかし、Seasonale®などの新製品と同

様、服用休止期間やプラセボ服用期間をなくすことで、性皮の腫脹や繁殖行動が抑制されるようだ。避

妊効果を高めるためには、メスが毎日この製品を受け取れるよう、毎日同じ時間に投与したり、嫌がる

ことのないようすることが重要である。チンパンジーは受け取ったピルを巧妙に隠したりするため、確

実に飲んだことを確認したり、同梱のプラセボを使ってトレーニングをおこなうと良いだろう。ピルを

投与し損ねたら、2 回目の投与を速やかにおこない、もし完全に 1 日空いてしまったら、24 時間以内に

2 回の投与をおこない、効果を持続させる。同時に抗生物質を投与する副作用として、特に経口投与の

場合は、ピルの効果が低減することがある。 
分娩後にピルを投与する際の懸念事項は、活性化したホルモンが母乳を介して子どもに移行すること

よりもむしろ、母乳分泌量が制限されてしまうことである。子どもが 1 歳になるまで待つか、離乳食を

じゅうぶんに与えることで、母乳の量が減少する影響を最小限にする。もし、出産後 1 年目からオトナ

メスに避妊をおこなう必要がどうしてもある場合には、Depo-Provera®や MGA インプラントなどの低

用量プロゲステロン経口避妊薬やプロゲスチンのみの製剤を用い、その後、より一般的なエストロゲン

とプロゲスチンの混合ピルに戻すと良い。 
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表 8: AZA 野生動物繁殖制限センターに報告された、メスチンパンジーに用いられている経口避妊薬 
  製品名 成分・分量(mg)   

    
 混合ピル   
 Lo-Ovral 0.3 ノルゲストレル/ 0.03 エチニルエストラジオール  
 Ortho-Novum 1/35 1.0 ノルエチンドロン/ 0.035 エチニルエストラジオール  
 Ortho-Novum 1/50 1.0 ノルエチンドロン/ 0.05 エチニルエストラジオール  
 Ortho-Novum 7/7/7 0.5-1.0 ノルエチンドロン/ 0.035 エチニルエストラジオール  
 Ovcon 35 0.4 ノルエチンドロン/ 0.035 エチニルエストラジオール  
 Ovcon 50 1.0 ノルエチンドロン/ 0.05 エチニルエストラジオール  
 Necon 1/35 1.0 ノルエチンドロン/ 0.035 エチニルエストラジオール  
 Necon 1/50 1.0 ノルエチンドロン/ 0.05 メストラノール  
 Ovral 28 0.5 ノルゲストレル/ 0.05 エチニルエストラジオール  
 Ovranette 1.5 レボノルゲストレル/ 0.03 エチニルエストラジオール  
 Modicon 28 0.5 ノルエチンドロン/ 0.035 エチニルエストラジオール  
 Loestrin 1/20 1.0 ノルエチンドロン/ 0.02 エチニルエストラジオール  
 Mercilon 1.5 デソゲストレル/ 0.02 エチニルエストラジオール  
 Microgynon 30 1.5 レボノルゲストレル/ 0.03 エチニルエストラジオール  
 Alesse 28 0.1 レボノルゲストレル/ 0.02 エチニルエストラジオール  
 Yasmin 3.0 ドロスピレノン/ 0.03 エチニルエストラジオール  
    
 プロゲステロン単独ピル   
 Femulen 0.5 二酢酸エチノジオール  
 Micronor 0.35 ノルエチステロン  
 Nor-QD 0.35 ノルエチンドロン  
  Microlut 0.3 レボノルゲストレル   

 
合成プロゲスチン 
プロゲステロン類似物質の非経口薬(MGA インプラントや Depo-Provera ®筋注薬)はいずれも、子宮

頸管を厚くし、配偶子の移動を阻害し、着床を抑えることで受精を阻害するという避妊作用を持つ。こ

の場合、排卵や発情周期は起こり、抑制程度は用量に依存することに注意する。AZA の WCC データベ

ースによると、メスチンパンジーの 29％にシラスティックのインプラント(酢酸メレンゲストロール

(MGA))が使われ、4％が避妊に失敗している。一方、ノルプラント(レボゲストロール)は 5 年間の使用

期限の終わりが近づくにつれ度重なる失敗があったことから、ヒト用医療にももはや使用されていない。

これらの製品は、避妊効果も高く、毎日投薬する必要はないが、デポプロベラ注射以外は外科手術で製

品のいくつかを埋め込む必要がある。インプラントは、トレーニング時の触診で位置を定期的に確認す

るか、一緒に埋め込んだマイクロチップを読み取るようにする。経口避妊薬と異なり、非経口プロゲス

テロン薬は避妊の効果が薄れると性皮の腫脹で確認できるが、徐々に性皮の腫れがなくなるとともに社

会的に負の影響が出る場合もある。 
デポプロベラ® 
体重 1 ㎏あたり 2.5～5mg を 2～3 ヶ月毎に使用することを推奨する。デポプロベラを使ったメスの

多くは性皮が腫脹しなくなるが、弱い腫脹を示す個体もいる。デポプロベラを使用したメスに性皮の腫

脹が確認されたら、もはや避妊作用が弱くなり、発情周期が戻っているかもしれないことを管理者に伝

えるべきである(Bettinger と DeMatteo 2001)。メスによって周期が戻るまでの時間は大きく異なり、2
年かかることもある。一時的な避妊方法としては、これが最適かもしれない。 
インプラノン® 
合成プロゲスチンのエトノゲストレルが含まれた棒状インプラントで、近年、米国での販売が承認さ

れた。3 年間有効とされているが、2 年ごとに交換するよう推奨する。 
MGA インプラント 
動物種に合わせて処方され、シラスティックのインプラントに包まれた MGA(酢酸メレンゲストロー

ル)を、肩甲骨間の筋中や皮下に埋め込んで使用する。性皮の腫脹が起こることもあるが、MGA を処方
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されたチンパンジーは、腫脹しなくなることが多い。MGA インプラント抜去後、メスは数週以内に正

常な発情周期を再開し、すぐに妊娠したという報告もある(Bettinger と DeMatteo 2001)が、通常はよ

り長く時間がかかる。 
 
避妊具の利用 
避妊具(子宮内避妊器具や IUD)は、胚の着床を妨げる刺激を子宮内膜に引き起こす。これら器具の装

着には、麻酔と細やかな手術が必要であり、抜去用の糸はチンパンジーが引き抜いてしまわないよう短

く切っておく。特に若い未経産の個体などでは器具が自然にはずれてしまうなど、IUD を使った避妊の

高い失敗率が報告されている。 
 
避妊手術 
メスの不可逆的な避妊方法として、卵巣子宮摘出術(OHE)や卵管結紮がある。OHE は、メスに生殖

器疾患がある場合にのみ検討する。チンパンジーの骨盤管は非常に深い場所にあるので、OHE に際に

は恥骨結合をはずして子宮全体に近づく必要があるかもしれない。子宮筋腫(平滑筋腫)がある場合は、

死に至る可能性もあるため、完全に卵巣を除去して再発を防ぐ必要がある。 
 
性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)作動薬 
性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)作動薬(デスロレリン含有の Suprelorin®や、酢酸ロイプロリ

ド含有の Lupron Depot®)は、雌雄ともに避妊効果が期待できる新しい試験的避妊方法である。これら

の製品は、下垂体前葉から放出される FSH や LH を最初過剰に刺激し、その後、受容体の下方制御(ダ
ウンレギュレーション)により抑制を引き起こす。これらの製品の最初の効果は生殖器系を刺激すること

なので、この刺激期間に適切な避妊をしっかりおこなっておくことが重要である。オスでは最終的に、

テストステロンと精子産生が減少して避妊効果が現われるが、同時に攻撃性の低下も予想される。こう

した副作用により、群れの攻撃性の管理にこれらの製品が利用できるかもしれない。メスでは、排卵抑

制によるエストロゲンとプロゲステロンの減少が期待される。成功率や失敗率は、チンパンジーではま

だ明らかになっておらず、性社会行動への影響についても、まだ知られていない。更なる研究により、

チンパンジー両性へのこの避妊方法の使用が保障されていくだろう。 
 
オスの避妊 
オスを避妊することで、体重増加などといった群れ内メスの発情周期への影響を最小限にするという

利点がある。複雄群においては、特定のオスを避妊することで父親となる個体を選ぶことができるだろ

う。 
永久的、半永久的避妊術 
永久的もしくは半永久的な避妊方法として、パイプカットがある。これは輸精管を切断することで、

精巣から陰茎尿道へ精子が通過するのを阻止する。再疎通を防ぐため、精巣側の輸精管を結紮するのを

忘れないようにする。精巣疾患のみに推奨される去勢とは異なり、ホルモン分泌はもとのままであるた

め、オスの性的欲求や性行動には影響を与えない。適切な外科技術により、予想外な精管の再疎通や受

精能力の再獲得を防ぐ一方で、計画的な可逆的処置も改善された。これらの処置には、麻酔と外科処置

が必要となるが、日常的な処置である。パイプカットは、失敗例も数例報告されているため、できるだ

け熟練した獣医師によっておこなう。輸精管内の精子の組織学的検査も実施する。チンパンジーにおい

ては、可逆性はまだ確実に証明されたものではない。 
精管プラグ 
シラスティック素材の精管プラグは、数個体での使用例があるのみで、結果に一貫性がない。除去し

た後も避妊が続く懸念や、陰茎尿道へ精子の移動を阻害できないという両方の報告がある。 
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第 8 章 行動管理 

 
8.1 トレーニング法 
 動物のトレーニングには、１世紀以上にわたって古典的条件づけとオペラント条件づけが使われてき

た。古典的条件づけとは、イワン・パブロフによって提唱された連想学習の 1 種である。古典的条件づ

けでは、生得的でしばしば反射的な反応を起こす無条件刺激(US)と一緒に、まったく関係のない条件刺

激(CS)を与える。条件刺激と無条件刺激が対になって繰り返されると、やがて 2 つの刺激は随伴し、動

物は条件刺激に対して条件づけされた行動で反応するようになる。 
 オペラント条件づけは、ある出来事を変える行動の影響とその行動の形を利用したものである。オペ

ラント条件づけにおける基本手段は、強化と弱化である。正の強化では、ある行動の頻度を増加させた

い場合に、その行動が起こった時に好ましい刺激を与える。負の強化は、ある行動の頻度を増加させた

い場合に、その行動が起こった時の嫌悪刺激を取り除く。正の弱化とは、ある行動の出現頻度を低下さ

せたい場合に、その行動を行った時に嫌子を与えることである。負の弱化は、ある行動の出現頻度を低

下させたい場合に、その行動を行った時に好子を取り除くことである。 
 AZA 認定園館は、強化の条件づけを活用し、飼育手順と行動に関する調査研究を進めるよう求められ

る。 
 正の強化トレーニングを動物の飼育管理技法として実施することは、チンパンジーや職員にも多くの

利点がある。最大の利点の１つは、飼育や獣医、研究の作業において、チンパンジーの自発的な協力が

得られることだろう。こうした作業だけでなく、拘束や麻酔が必要な時でも、その作業で感じる恐怖感

を著しく低減することができる。トレーニングしたチンパンジーに選択肢やコントロールできる部分を

多く与えることで、精神的な幸福に寄与できるだろう(Laule と Whittaker 2001)。トレーニングで重要

な行動は、以下の通りである。 
 停止：チンパンジーを指定の場所で留める。他の指示と区別しやすくするため、停止マーカー

(塩ビ管の一部に色を付けたもの)などを使うとわかり易い。 
 移動：指示通りにチンパンジーをある場所から別の場所へ移動させる。これは、停止マーカー

やレーザーポインターなどの指示器を使って促す。 
 体の呈示：チンパンジーに体の一部を格子越しに呈示させる。これにより飼育員が触ったり、

間近での目視検査ができる。簡単なトレーニングで、肩、頭、耳、腕、足、背中、口の中とい

う、体の日常確認ができる。 
 集団給餌：給餌時に優位なチンパンジーを 1 か所に留まらせる。多くの場合、優位個体に最初

に餌を与え、他個体の採食を邪魔しないよう、追加で強化する。 
 注射：注射器の筒や針に慣れるよう、チンパンジーの肩に注射器の鈍端部をあてトレーニング

する。このトレーニングは、実際の医学的処置や注射を真似て、偽物の注射器を使うと良い。 
 
 オペラント条件付けを使えば、注射などの恐怖や苦痛の出来事に対して鈍感になり、チンパンジーの

恐怖やストレスを減らすことができる(Laule と Whittaker 2001)。チンパンジーの自発的な協力で、身

体拘束や麻酔、そしてこれらの作業に付随する危険性が減少する(Bloomsmith 1992、Reinhardt ら 
1995)。より進んだチンパンジー管理手法として、以下の行動トレーニングを推奨する。 

 採血と注射：格子にスチール製や強化プラスチック製の筒が取り付けられ、採血しやすいよう

設計されている施設も多い。チンパンジーは腕を筒の中に差し込み、採血や注射ができるよう

訓練される。筒は、使わない時には取り外せる(Coe ら 2001)。筒を使えば、職員は比較的安全

な状態でチンパンジーへ近づくことができる。チンパンジーが格子柵に越しに体を呈示するよ

う訓練すれば、ワクチンや麻酔、インスリン注射ができる。 
 医学的処置：チンパンジーが医学的処置に協力するよう訓練し、聴診器を使う時に胸部を呈示

し、耳を呈示して体温測定できるようにする。さらに、超音波検査器を使うためにチンパンジ

ーに腹部を呈示してもらうこともできる。 
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AZA 認定基準 
(S1.6.1)  各施設は、エンリッチメ

ントの公式文書を持ち、種固有の行

動を発現させるようにしなければな

らない。 

AZA 認定基準 
(S1.6.2) 各施設は実施するエンリ

ッチメントの監督や実施、訓練、部

門間の調整をする専門の職員や委員

会を持たなければならない。 

 体重測定：体重測定を定期的におこなうことで、健康に影響を与える兆候や生理的変化を見つ

かるかもしれない。体重計が通路に組み込まれている場合もあれば、自立式体重計をその場に

置くこともある。ロープにぶら下がった時に体重が測れるものもある。これらの方法を使えば、

チンパンジーが静止しなくても、体重がわかる(Coe ら 2001)。 
 採尿：定期的な採尿により、チンパンジーの繁殖周期やストレス、健康状態を測定することが

できる。採尿は、作り付け容器や特殊な排水口を使うようチンパンジーを訓練するか(Coe ら 
2001)、トレーナーが持つ小さな容器に、指示通り排尿させる場所を作ると良い。 

 
トレーニングと施設設計 
トレーニングしやすいチンパンジー施設の設計として、以下の項目を推奨する。 
 どこからでも動物が見やすい。 
 展示場の内外に、動物と接触できる場所を複数作る。 
 動物が部屋を通りぬけられる通路を複数作る。 
 採血用の筒や採尿用のくぼみなど、管理用、医療用の設備を作る。 
 ケガの処置や注射が安全にできる目が大きい格子部分を作る。 
 行き止まりにならない非展示場を複数作り、連結できるようにする(Laule 1995)。 

 
安全確保により、飼育員と類人猿の間の密接した接触が、それぞれの状況に応じておこなえるように

なる。トレーニング時に使える開口部があれば、チンパンジーにさらに接近できる。障壁の種類も接近

に影響する。あるトレーナーは、物を通すために 3 インチ(7 ㎝)四方に開く格子を好んだ。一般的には、

2 インチ(5 ㎝)四方の格子が使われている。各施設は、選んだ素材や開口部の大きさが持つ潜在的な危険

について、責任を負うべきである(Coe ら 2001)。 
 
 
8.2 環境エンリッチメント 
 環境エンリッチメントは行動エンリッチメントとも呼ばれ、動物の環境に多様な刺激を加えたり、環

境変化により活動的にさせたり、知覚を刺激したり、野生本来の行動を促進したりすることである(特に、

グルーミングや遊びなどの社会的行動は、活動性や探索行動を増加させる)。天然素材や人工物、匂い、

音などの刺激を、安全な方法で動物に与える。餌をさまざまな方法で与えたり(水で凍らせたり、手に入

れるために簡単なパズルを解く必要があったり)、同種または異種の動物の匂いや音を与えたり、そして

日常業務にトレーニング(健康管理や行動調査)を組み込んでも良い。 
 実施するエンリッチメントは、生物学における最新の情報に基づいたものであり、「目標設定」「計画

と許可」「実施」「記録や録画」「評価」「今後の改良」という

要素を満たすよう心掛ける。環境エンリッチメント実施の際

は、すべての環境エンリッチメント装置(EEDs)の安全性を確

認し、慣れを防止するために不規則な日程で与えるようにす

る。AZA 認定園館は、種固有行動の発現を促進するためエン

リッチメントについての公式文書を持たなくてはならない

(AZA 認定基準 1.6.1)。 
 エンリッチメントの内容は、獣医療や栄養学、トレーニン

グと一体化させて、その効果や提供する動物管理の質を最大

にするべきである。AZA 公認園館は、実施するエンリッチメ

ントの監督や実施、訓練、部門間の調整をおこなう専門の職

員を持たなければならない(AZA 認定基準 1.6.2.)。 
 
チンパンジーのエンリッチメントになりそうな情報が、以下のサイトで紹介されている。 
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 www.enrichmentonline.org/browse/index.asp 
 www.enrichment.org 
 www.awionline.org/www.awionline.org/SearchResultsSite/enrich.aspx  
 www.friendsofwashoe.org/chimpanzee_enrichment.shtml  
 www.honoluluzoo.org/enrichment_chimps_forage.htm 
 その他、よい情報があればチンパンジー種保存委員会(www.chimp-ssp.org)に連絡を。 

 
推奨されるエンリッチメント例の表を付録 H に示した。さまざまなエンリッチメントが使用方法によ

り分類化され、標準的なエンリッチメントスケジュール表の中で使われている(付録 I 参照)。 
チンパンジーのエンリッチメントについてのより詳しい情報は、「チンパンジー飼育マニュアル」

(Fulk と Garland 1992)の Mellon と Shepherdson(1992)によって書かれた章を参照のこと。 
 
日常作業 
日常作業(清掃方法や給餌時間、動物の移動など)を毎日変化させることで、飼育下チンパンジーの環

境要素を興味深く、充実したものにすることができる。チンパンジーの飼育では、できる限りチンパン

ジー自身が、日々の作業や出来事の本質的部分(誰といたいか、いたくないか、どこにいたいか、いつ何

を食べたいかなど)をコントロールできるような方針を取り入れるようにする(Rumbaugh ら 1989)。 
 
操作できる物(常設および一時的) 
野生チンパンジーの日中の主な活動は、食べ物を探し、食べること(約 50～60％を占める)なので、飼

育チンパンジーでも同じ時間が過ごせるよう、その時間を増加させる努力をしなくてはならない。チン

パンジーに操作できる様々な物を与えれば、採食行動(アリ塚などの給餌探索装置など)に費やす時間が

増加し、福祉も向上することになるだろう。展示場には自然素材が好まれる場合も多いが、展示以外の

場所なら、そうした制限は必要ないと思われる(McMillan ら 1991)。チンパンジーに与える物はすべて、

安全かを確認するために念入りに点検する。例えば、鋭い縁は取り除き、指が挟まりそうな穴は加工を

加え、使われているすべての材料が無毒であることを確認しておく。 
Wilson(1982)は、大型類人猿の施設評価をおこない、飼育空間の広さ、使用可能な表面積、給餌回数、

放飼場あたりの個体数、利用可能な物の数と種類という類人猿の行動に影響を与えると思われる要因に

ついて調べた。活動性に最も密接に関係した要因は、仲間の数と物の存在だった。この結果は、広さだ

けがすばらしい展示としての最重要要素でないということを、改めて支持している。むしろ、社会環境

や操作できる物の存在、創意工夫に富んだ変化のある日常作業の方が、より重要だと思われる。 
 強化を様々なスケジュールで実施することは、多くの動物種で効果的であり、特にチンパンジーでは

採食時間の変更が効果的である(Bloomsmith と Lambeth 1995)。同じことがエンリッチメントの実施

でもいえる。エンリッチメントは毎日同じ時間におこなうより、多様なスケジュール(異なる日時)でお

こなう方がより効果的である。 
 
新奇物 
エンリッチメントに対するチンパンジーの反応は、慣れの影響を受ける。エンリッチメントの取り組

みに対する耐久性は、固有の複雑性や可変性量次第であり、それはチンパンジーの野生本来の行動(ベッ

ド作りや採食など)の発現を促す(Van Hoof 1967)。おそらく、一度により多く、より多様な新しい物体

が呈示されるほど、慣れへの割合は低下する。Menzel(1971)は、携帯性および柔軟性のある新奇物への

興味は、若いチンパンジーほどより長い傾向があることを発見した。面白いことに(当然のことながら)、
破壊できるおもちゃは、破壊できないおもちゃを与えっぱなしにするよりもより興味が持続し

(Bloomsmith ら 1990)、大人より若い個体がより頻繁に使った。段ボール箱や長い巻型ペーパータオル、

ロールカーペットなどのおもちゃを不規則に与えれば、興味が持続し、使用する。破壊できるおもちゃ

は、彼らがおもちゃを破壊するたびに形や大きさが断続的に変化して、ひとりでに様々な程度の新規性

を提供することになるので、使用を促すのに効果的である(Brent 2001)。展示場では天然素材を好む施

設もあるが、展示外ではそのような制限は必要ないだろう(McMillan ら 1991)。このような区別をしな

い動物園もある。Schapiro ら(1991)による、エンリッチメントとしての操作物使用に関する論評も参考

になる。 



第 8 章 行動管理 

64 
 

感覚エンリッチメント 
聴覚 
感覚エンリッチメント(視覚や聴覚、景色、匂いなど動物の感覚を１つまたは複数を引き出す刺激)に

よる行動変化について関心が高まってきている。チンパンジーにラジオ放送を聞かせる取り組みは、比

較的広くおこなわれているが、これによりチンパンジーの攻撃性が減少し、社会的親密度が高まること

がわかっている(Howell ら 2003)。Videan ら(2007)は、実験施設で飼育されているチンパンジーたちに

器楽曲を聞かせ、声楽曲より社会的交渉を増やすのに効果的であることを実証した。そのうえ、彼らは

音楽の速度がチンパンジーの行動に影響を与えることを発見し、テンポの遅い声楽曲はテンポの速い音

楽より、オスチンパンジーの攻撃性を減少させるのに効果がより高いことを示した。比較的稀なことで

はあるが、エンリッチメントとして“自然な”音(ジャングルの音などチンパンジー生息地に似せたもの)
を聞かせたところ、これらの刺激が動物園のゴリラに悪い影響を与えたことが報告されている(Wells ら 
2006)。聴覚刺激を豊かにする一方で、悪い影響のある音や周囲の騒音を減少させることも、より重要

である。 
 
嗅覚 
チンパンジーの嗅覚は、ヒトとほぼ同じと考えられている。嗅覚エンリッチメントは他の動物種でと

ても重要であるのとは異なるが、チンパンジーでも行動変化の効果が認められる。ペパーミントやロー

ズマリーなどの製油は、チンパンジーの活動性を増加させる(Struthers と Campbell 1996)。一方で、

Ostrower と Brent(2000)は、フリース衣料に付けた“心地よい”(バニラやオレンジ、桃など)もしくは

“不快な”(防虫剤や煙草の煙、リンバーガーチーズなど)匂いは、何も匂いを付けていない布よりもチ

ンパンジーの注意をひくわけではないことを発見した。チンパンジーの環境を高める方法として嗅覚刺

激を見落すべきではないが、広く明確に良い効果が得られるという証拠はない。 
 
視覚 
チンパンジーのエンリッチメントに、ビデオ映像の効果が大きく評価されている。Brent ら(1989)は、

映像が常同行動を減らすことを発見した。その他同様の研究により、チンパンジーは生物学的な関係が

少ないものより、同種やヒトの映像をよりよく見る傾向はないことが判明した(Bloomsmith ら 1990、
Bloomsmith と Lambeth 2000)。鏡も視覚刺激に使われることが多く、エンリッチメントとして与えた

ところ、行動が改善されたという報告もある(Lambeth と Bloomsmith 1992、 Brent と Stone 1996)。
これら多くの研究で使われたのは凸面鏡で、チンパンジーは放飼場にいながら通常の視野外(通路の下や

隣の檻の中など)を見ることができる。最後に、近年チンパンジーの行動に与える色の影響について調査

されているが、この研究分野の結果はまだ曖昧である。動物園のチンパンジーは、赤よりも青や緑に塗

られた刺激を好み(Wells ら 2008)、動物園で緑色の照明を使ったところ、不安に関わる徘徊行動が減少

することが明らかになった(Fritz ら 1995)。 
 
 
8.3 職員と動物との関わり方 
 動物トレーニングや環境エンリッチメントの手順と技術は、関係するすべての安全性が向上する方法

で実施することを基本にすべきである。飼育員とチンパンジーの間のやり取りは、チンパンジーの日常

管理で不可欠である。飼育員とチンパンジーとの間の絆は、飼育のすべての面に影響する。関係の形は、

その動物種についての知識や、仕事関係への理解、飼育員の態度や予想、個々のチンパンジーの行動、

日常業務で遂行する飼育員の手段や技術など、様々な要因に依存するだろう。Bloomsmith ら(1999)は、

飼育員と類人猿との間のトレーニングでも、形式化されていない“トレーニング以外の交渉”でも、交

渉中の行動に関わる利益(闘争性や異常行動の減少、遊びの増加)があり、いくつかの場合、実際の交渉

以外の時間にも効果が広がったと報告している。 
 第 4 章 3 節で概説されたように、AZA チンパンジー種保存委員会は、最少介入戦略を推奨している。

上記の社会的導入の文脈から構成される一方で、これらのガイドラインは日々の管理の中でも同様に重

要である。 
 
保護下の接触 

AZA チンパンジー種保存委員会と AZA 類人猿分類諮問グループは、類人猿の管理に「保護下の接触」

を推奨する。これは、類人猿と飼育員との間に常に防護柵がある方法である。この理由は、以下の 3 つ
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のである。1)飼育員の安全確保(直接や不慮のケガ)、2)類人猿への過剰なヒトの接触による短長期的影

響(育児や性行動などへの影響)、3)類人猿へのヒトの関わり方に関しての一般市民への理解への影響(ペ
ットにできるなど)。AZA 加盟園館や非加盟園館のいくつかの施設では、類人猿の成体個体と自由に接

触しているが、AZA チンパンジー種保存委員会では、類人猿の成体個体との自由な接触は、日常の管理

方法に組み込まないことを勧める。飼育員が直接類人猿に接触する必要がある場合(人工哺育時など)に
は、人獣共通感染症に配慮し、来園者から見えない場所で実施することを、AZA チンパンジー種保存委

員会は推奨する。 
 
安全管理手順 
飼育チンパンジーの安全な飼育管理のための提言と最善法を、以下のリストに記す。 
 特定の安全要求事項など、日常の飼育手順すべてが詳細に書かれた手順書を持つ。 
 扉や展示場、居室のすべての鍵の確認および再確認をする。鍵や扉が正しく固定されたかどうか

を視覚的に判断できるような施錠装置を取り付ける。 
 ある場所から他へ移送させる前に、所定地域におけるチンパンジーの集計方法を開発する。多く

の場合、チンパンジー移動時には飼育員 2 人が一緒に働いて、移送の効率を上げる。職員全員が、

チンパンジーとの距離が近いどんな場所でも、実際の届く距離を認識する。展示場や居室へ移動

時の、チンパンジーの位置は推測でおこなわないようにする。疑わしいところはすべて、放飼場

の再確認で除去する。居室の死角や見通しの悪い場所に注意を向け、飼育員は展示場のこうした

場所を認識しておく。 
 鮮やかな色の線を飼育員の通路の床に塗ることで、チンパンジー区域の端から手が届く最大距離

を明示する。これは、チンパンジーの手が届き、その線内にある物はなんでも掴むことができる

という飼育員への注意喚起となる。暗い場所の照明を増やし、ビデオや鏡を設置して死角が見え

るようにし、チンパンジーが隠れていないか確認する。緊急時に連絡できるよう、職員に無線な

どの装置を渡しておく。 
 放飼場を常に確認し、武器として利用されたり、展示場から脱走したりするのに使えるような岩

や枝などがないか調べる。すべての障壁や施設構造を毎日点検し、どんな危険の可能性もないよ

う、こまめに修理する。 
 効果的な情報交換をおこなう時間を設定する(第 6 章の 6.6 節参照)。適切な情報が確保できるよ

う職員と上司の間の情報交換の場を設け、緊急時の適切な職員への通報体制や、施設の安全計画

によるチンパンジー区域の安全計画の調整をおこなう。チンパンンジーのための飼育に集中した

高レベルの確立と維持に重点を置く。 
 チンパンジー区域への立ち入りは、適当な安全や飼育手順について訓練を受けた人、もしくはこ

うした人の立ち会いある場合のみにするべきである。二次封じ込め区域は、逃亡事件に飼育員な

らだれでも保護できるように設置するべきである(第 2 章 2 節参照)。 
 
施設は、オペラント条件付けによる訓練をおこなうこと念頭において設計する。そのため、飼育員(ト

レーナー)とチンパンジーが保護下で接触できるような、じゅうぶんな格子を配置する。これらの格子は、

トレーニング時の柔軟性を高めるためにできるだけ多くし、可能なら様々な高さに配置する。 
 飼育員(トレーナー)とチンパンジーの間の交渉は、保護柵越しにおこなう。さらに、人獣共通感染症

の伝染の可能性を減らすようにする。適時、マスクやラテックス手袋の使用を推奨する。どのような病

気でも飼育員(トレーナー)がかかったら、格子を通して類人猿へ感染しないよう接触を控える。同様に、

チンパンジーは保護柵越しに指や髪、服を掴むことがあるので、ケガを負わないよう気を付ける。その

ため、ゆったりした衣服や装飾品は自粛するか、取り外しておき、長い髪はネットにいれるか、結んで

入れる。トレーニング時はいつでも、チンパンジーの手と口の位置に注意する。トレーニング時によく

使われる方法は、チンパンジーの手をターゲット(塩ビ管などの小さなプラスチック製品を格子越しに肘

関節にあてる)に触らせて停止する方歩である。格子越しに指を差し込むと、噛まれるなどの危険がある

ため、ヒトの体は常に格子手前に位置するよう注意する。 
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8.4 職員の技術とトレーニング 
職員は、動物の行動管理におけるすべての分野の訓練を受けるべきである。AZA の継続教育コースや

関連する会議、会議の参加者や他の専門的機会で、資金が提供されている。各施設は、すべての職員や

ボランティアが利用できる適切な大きさと複雑さの参考図書館を持ち、仕事をする時に動物の行動的必

要性などの正確な基本情報を提供しなければならない。 
種特異的で典型的なチンパンジーの行動様式についての知識を持つったよく訓練された職員は、正確

な観察や日々の監視、そして導入時や集団形成時のデータ収集などをおこなわなければならない。職員

は、導入の進歩状況や、初期導入時や群れ形成時の前や途中、後の社会的な関わりを明確に追跡できる

だけのチンパンジーの行動に対する実用的知識を持つべきである(Fritz と Howell 2001)。職員は、チン

パンジーの自然史や行動、解剖学、労働衛生、エンリッチメント、正の強化トレーニングについての研

修を受けるべきである。さらに、職員全員が確実にチンパンジーの個体識別をし、特徴や性格特性に注

意する。 
 研修方法の開発に最も重要な要素は、正の強化技術を効果的に適応する職員の能力である。トレーニ

ングは開発に時間と練習が必要な技術である。少なくとも 1 人は、トレーニング活動の調整や監督だけ

でなく、問題が起こった時に難しい状況を解決するのにじゅうぶんなトレーニング技術を持つべきであ

る。 
 計画的な構想やチンパンジーに関する情報はもちろん、他の情報源へのリンクなど、重要な情報を

AZA チンパンジー種保存委員会のウェブサイト(www.chimp-ssp.org)に掲載している。 
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AZA 認定基準 
(S1.5.4) 演示に生きた動物を使う場

合、その方針を明文化し、保管する。 
教育活動に使う動物は、熟練した職

員により飼育管理し、飼育施設は、そ

の動物種に合った寝室や運動、社会、

環境エンリッチメント、受ける医療や

餌など、動物飼育でのその他の基準に

合わせなければならない。 
これらの必要性の一部は、放飼場の

外で満たすことができる。例えば、動

物の身体的、精神的な要求が満たされ

るなら、放飼場の面積を小さくするこ

ともできる。 

AZA 認定基準 
(S1.5.3) 各施設の演示において動物

を使用する場合は、教育や保全に関す

るメッセージを必ず入れる。 

第 9 章 演示動物 (プログラムアニマル) 

 
9.1 演示動物についての方針 

AZA は、動物を演示に使うことで得られる教育効果は大きく、ひいては環境保全につながると認識し

ている。AZA 保全教育委員会による「演示動物に関する現状報告書(付録 D)」には、動物を演示に使用

する有用性についてまとめている。 
この報告書によれば、演示動物とは普段飼育される施設内外で、調教師や取扱者、観客が近寄ったり

触ったりするために、時には保護教育や支援活動の一環として飼育される動物のことである。 
動物を演示に使う場合には、関係する動物の福祉や調教師や観客の安全、聴衆が受け取り持ち帰るこ

とになる教育的効果に関する説明責任など、多くの義務が発生する。そのため AZA は、動物を演示に

利用しているすべての認定園館に対し、各施設での演示動物についての方針を作り、演示動物として使

用する種や個体の選定方法とその根拠を明確にし、長期的な管理計画と教育目標について詳しく記載す

るよう求めている。 
AZA の認定基準では、教育活動に使う動物は、その動物

種に適した寝室、運動、音、環境エンリッチメント、受け

る医療、餌、その他基準に関わることなど、動物飼育に関

する残りの部分を基準に合わせるよう要求している(AZA
認定基準 1.5.4)。さらに、演示動物に環境内の多様な状況か

ら選ぶ機会を与えることは、効果的な飼育や福祉、管理に

不可欠である。こうした必要性の一部は、動物の演示中や

移動中に、飼育施設の外で満たすことができる。例えば、

演示中に動物の身体的、精神的な必要性が満たされれば、

飼育施設の面積は通常より少なくても良いかもしれない。

そして動物が戻る施設は、上記のように、その種に適した

施設でなければならない。 
AZA チンパンジー種保存委員会は、どんな年齢のチンパ

ンジーでも演示動物と見なしてはいない。8 章 3 節で述べた

ように、チンパンジーとのどんな交渉も保護下の接触でおこなうよう提唱している。さらに AZA は動

物の使用、特にショーに大型類人猿を使うこと(付録 J)に関して、慎重な姿勢をとっている。 
 
 
9.2 各施設における演示動物計画 
 演示動物に対する AZA の方針は、次の通りである。AZA は、野生動物や自然への敬意を喚起する方

法として、動物の飼育や福祉、保全、教育、研究、そして動物の演示に取り組んでいる。AZA は、常に

以下の基本原則を守った上で、動物を演示に使うべきという立場をとる。 
 動物やヒトの健康、安全、福祉を、必ず保障する。 
 演示内容には、教育的で有益な保全メッセージを必

ず入れる。 
 使用する動物個体は、常に社会的、身体的、行動的、

栄養的な必要性が満たされた方法で飼育する。 
動物を演示に使用する AZA 認定園館は、演示の効果を明確し、評価するための、各施設における演

示動物に関する方針を持たなければならない(例として付録 E を参照)。演示動物は、社会的、身体的、

行動的、栄養的必要性を常に満たすよう飼育する。教育と保全メッセージは、どの動物演示でも不可欠

な要素である(AZA 認定基準 1.5.3)。 



第 9 章 演示動物(プログラムアニマル) 

68 
 

AZA 認定基準 
(S1.5.5) 教育用に施設外で動物を

使用する場合は、感染源が他の動物

に広まらないための、適切な手順書

を持たなければならない。 

AZA 認定基準 
(S10.3.3) 動物の飼育施設 (展示

場、居室、病院、検疫・隔離施設)
はすべて、身体的、社会的、心理的

健康を提供するじゅうぶんな大き

さと複雑さを備え、展示場には動物

の行動エンリッチメントを施す。 

AZA 認定基準 
(S1.5.2) 展示場はできるだけ生息

地を再現し、その種の社会的、行動

的欲求を満たすじゅうぶんな個体

数で展示する。単独展示は、生物学

的にその種で正しい時以外は避け

る。 

AZA 認定基準 
(S1.5.11) 動物の輸送は、安全かつ

熟考された計画と調整のうえで遂

行し、動物(たち)や関係者、一般人

への危険性は最小限にする。適応さ

れる現地法、州法、連邦法はすべて

厳守する。 

 
動物の飼育や教育に携わる職員は、動物に合った取扱い方法、

保全や教育メッセージを伝える技術、来園者とのコミュニケー

ション方法について訓練されなければならない。これらの職員

には、演示動物が示すストレスや不快を示す行動を理解し、ど

んな安全問題が起こっても対処できる能力が求められる。 
どんな目的であれ、飼育園館から持ち出した演示動物は、感

染源に曝され、施設に残る健康な動物たちに広めてしまう危険

性がある。AZA 認定園館は、これを避けるための適切な手順書

を持たなければならない(AZA 認定基準 1.5.5)。 
展示場や居室、病院、検疫・隔離施設など、すべての演示動

物の飼育空間のデザインや大きさを慎重に考慮し、その動物種

の身体的や社会的、行動的、心理的必要性を満たし、種固有の

行動が促進されるようにする(AZA 認定基準 10.3.3 と 1.5.2)。 
動物の輸送は、法律に従い、安全かつ熟考された計画と調整

のうえで遂行し、動物(たち)や関係者、一般人への危険性は最

小限にする(AZA 認定基準 1.5.11)。 
 
 
9.3 演示内容の評価 
  AZA 認定園館は、施設ごとに演示動物に関する方針を持ち、

その計画の有効性を定期的に評価しなければならない(推奨事

項については付録 E を参照)。教育や保全メッセージの内容は

精査し、動物の健康と福祉、聴衆の反応、実施方法の有効性、

実施違反に対する説明責任と悪影響について評価し、必要に応

じて改訂すべきである。 



第 10 章 研究 

69 
 

AZA 認定基準 
(S5.3) 各施設は、飼育動物から得

られた科学的知識を最大限活用しな

ければならない。AZA の分類諮問グ

ループや種保存委員会が支援する研

究への応募や、独自の研究事業の実

施、地元大学との連携、科学関連の

資格を持つ職員の雇用などを進める

と良いだろう。 

第 10 章 研究 

 
10.1 既存の方法 
現代の動物飼育や管理、獣医的処置、保全活動は、科学に

基づくべきであり、基礎、応用ともに科学的研究に貢献する

ことは、現代の動物園水族館として当然であると、AZA は考

える。AZA 認定園館は、とても貴重な機会を持っているので、

飼育動物についての科学的知見を広め、野生個体群の保護を

図るために、生息地内外での研究をおこない、それを促進す

ることが期待されている。AZA の分類諮問グループ(TAG)や
種保存委員会(SSP)が支援する研究への参加や、独自の研究事

業の実施、地元大学との連携、科学関連の資格を持つ職員の

雇用などを進めることで、これらは達成できるだろう(AZA 認

定基準 5.3)。 
チンパンジーは、野生では絶滅危惧種であり、生物学的に最もヒトに近縁な動物種であり、動物園で

は他のどの動物よりも多様な行動と認知能力を発揮する。これら 3 つの理由から、チンパンジーの研究

と保全は、最優先事項である。チンパンジー全亜種と亜種間雑種(ボノボを除く)は、AZA チンパンジー

種保存委員会(SSP)により一元管理されている。他の類人猿同様、チンパンジー種保存委員会は類人猿

分類諮問委員会の監督下にある。活動が類似しているため、AZA のゴリラ種保存委員会とボノボ種保存

委員会、オランウータン種保存委員会、テナガザル種保存委員会とは、目標と資金を共有しあっている。 
チンパンジーは広く多様な環境で飼育されているため、潜在的な協力機関がたくさんある(表 9 参照)。

有名なところを一覧表にしたが、この一覧には AZA のチンパンジー種保存委員会や AZA との協力が難

しいと思われる機関も含まれている。さらに、協力機関を探したい場合は、霊長類学者国際名簿

(http://pin.primate.wisc.edu/idp/wdp.)の利用を薦める(”chimpanzee”などのキーワードで分野を限定

して検索すると良い)。 
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表 9：大型類人猿の保有機関と関連機関 

大型類人猿非飼育施設 
Jane Goodall Institute www.janegoodall.org 
  

大型類人猿飼育施設 
研究施設  
Yerkes National Primate Research Center  
Living Links 

www.yerkes.emory.edu/  
www.emory.edu/LIVING_LINKS/index.html  

University of Texas M.D. Anderson Science Park http://sciencepark.mdanderson.org/  
New Iberia Research Center   
Alamogordo Research Center   
Chimpanzee & Human Communication Institute www.cwu.edu/~cwuchci/ 
Primate Research Institute, Kyoto University www.pri.kyoto-u.ac.jp/ 
サンクチュアリ  
Chimp Haven www.chimphaven.org/  
Center for Great Apes www.centerforgreatapes.org/ 
Save the Chimps www.savethechimps.org/ 
Chimpanzee Sanctuary Northwest www.chimpsanctuarynw.org/ 
Chimps Inc. www.chimps-inc.org/ 
Wildlife Waystation www.wildlifewaystation.org/ 
Primarily Primates  www.primarilyprimates.org/ 
Fauna Foundation www.faunafoundation.org/ 
Primate Rescue Center www.primaterescue.org/ 
Pan African Sanctuary Alliance  http://pasaprimates.org/ 
  

チンパンジーの保護活動施設 
Goualougo Triangle Ape Project www.congo-apes.org 
Bossou-Nimba Chimpanzee Research Project  www.greenpassage.org/indexE.rhtml 
Gombe Stream Research Center www.janegoodall.org/chimpanzees-gsrc 
Budongo Conservation Field Station www.budongo.org 
Fongoli Savanna Chimpanzee Project http://savannachimp.blogspot.com/  
Kibale Chimpanzee Project www.fas.harvard.edu/~kibale/ 
Mahale Mountains Chimpanzee Research Project http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/others/WelcomeE.html 
Taï Chimpanzee Project www.eva.mpg.de/primat/files/chimps.htm 

 
調査研究は、観察や行動、生理、一般基礎いずれにおいても、対象種についてより詳しく理解し、野

生での動物の健康と福祉に貢献する結果が出るかもしれないという適度な期待を抱きながら、明確な科

学的目的を持つべきである。多くの AZA 公認園館では、感覚や認知、生理に関する研究を進めるため、

日常業務に正の強化トレーニングを組み込んでおり、AZA もこれらの実施を強く推奨している。 
チンパンジーでおこなわれている研究例は以下の通り。 

・二足歩行 ・利き手 ・発声 
・脳のイメージング ・ヒトと動物の関係 ・人獣共通感染症 
・認知 ・言語  
・文化 ・側性  
・発達 ・栄養  
・生態 ・行動観察  
・内分泌 ・生理  
・エンリッチメント ・シンボル呈示  
・疫学 ・心の理論  
・表情の認知 ・道具使用  
・遺伝 ・タッチスクリーン  
・ゲノム ・トレーニング  
・生息地利用 
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AZA 認定基準 
(S5.2) 施設は、実施する研究領域

やその方法、関係職員、評価、対象

動物について明らかにした方針と、

発表方法についてのガイドラインを

持たなければならない。 

AZA 認定基準 
(S5.1) 研究活動は、研究に関して

情報に基づいた意思決定ができる有

資格者の指導下で実施しなければな

らない。 

AZA 認定園館は、実施する研究領域や実施方法、関係する

職員、手法の評価、対象動物についてはっきり書かれた研究

方針と、研究成果の報告や公表についてのガイドラインを持

たなくてはならない(AZA 認定基準 5.2)。各園館は、その研究

プロジェクトの監視と運営ができる資格者を指名する(AZA
認定基準 5.1)。もし園館組織内で研究をすすめられない場合

は、分類諮問グループや種保存委員会が承認した優先研究や

保全構想へ、資金や人材、物品、その他支援をおこなうよう強く推奨する。 
 各園館は、内部の方針だけでなく、AZA や地域、州、連邦

政府により規定された研究基準に準拠する必要がある。チン

パンジーで研究をおこなう場合は、群れ社会や個体の福祉へ

の影響の可能性について常に考慮する。チンパンジーは多様

な施設(動物園やサンクチュアリ、研究機関、個人宅)で飼われ

ているため、適切な研究対象個体を選び、その個体には適切

な飼育をおこなう。複数の施設で研究を実施し、AZA チンパンジー種保存委員会や AZA 大型類人猿諮

問グループから承認を得ると良いだろう。個人所有のチンパンジーでおこなう研究は承認しないし、研

究支援もしない(財政的にも他の面でも)と勧告する。 
 
 
10.2 将来的に必要な研究 
 この動物飼育マニュアルは、新しい情報を更新する必要のある流動的資料である。知識のズレはマニ

ュアル全体で確認され、今後進めるべき研究調査はこの章に記載した。これらの分野から得られる知識

は、種の保全構想を促進させるだけでなく、動物飼育と福祉が素晴らしいものになるために、AZA 認定

園館の能力を最大化するだろう。 
 
社会的な群れ 
オス群で共存できるオトナオスの最大個体数を示した確実な証拠はなく、オス群と混成群での行動の

違いについての参考データもない。このテーマについては、今後の研究により、多くの証拠を集める必

要がある。 
 
栄養学 
チンパンジーは、ヒトの一日の必要カロリーを参考にできるが、近年、ヒト以外の霊長類のガイドラ

インが NRC から発表された。チンパンジー特有の栄養要求量については、より多くの研究が必要であ

る。チンパンジーの体の大きさの多様性は、性や年齢、健康(肥満など)要因を取り除くと比較的小さい。

その結果、体の大きさごとに推奨される明確な規定食がない。今後の研究により、この問題は解明され

ていくだろう。 
 
避妊 
オスもメスも、新しい実験的避妊薬であるゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アゴニストの「スプ

レロリン(Suprelorin®: デスロレリン)」や 「リュープロン・デポット(Lupron Depot®: 酢酸ロイプロ

リド)」で避妊できるだろう。これらの製品は、最初の刺激過剰後に、受容体の下方抑制(ダウンレギュ

レーション)により脳下垂体前葉からの FSH と LH を抑制する。最終的に、オスではその後のテストス

テロンと精子産生の減少により避妊され、同時に攻撃性も減少するだろう。こうした副作用は、群れ内

の闘争を管理したい場合にも使えるかもしれない。メスでは、排卵抑制に関わるエストロゲンとプロジ

ェステロンの減少が期待される。ただしチンパンジーにおいて成功率はまだ究明されておらず、正常な

社会的性行動への影響もわからない。今後の研究で、チンパンジー両性でのこの避妊薬使用についての

正当性が検討される。 
 
行動と福祉 
飼育チンパンジーの行動管理と心理的幸福について、より詳しい研究が必要とされている。大きな群

れの管理には、闘争管理や飼育下での離合集散社会の形成、人工保育個体の大きな群れへの導入、繁殖

制限が行動に与える影響などの、今後必要な研究すべてが含まれている。また、動物園などで飼育する
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チンパンジーの心理的幸福を促進するためには、正の強化トレーニングの評価など、チンパンジーが認

知的に取り組みできるエンリッチメントの種類についての発展や研究を進め、チンパンジー自身による

環境の選択と制御が福祉に関わる効果について研究することで、福祉に対しての来園者の効果を評価す

ることも重要である。 
 

方針と個人所有 
チンパンジーは動物園以外にも様々な場所で飼育されており、その多くは、ペットや“娯楽”施設、

サーカス、繁殖販売施設、非認定動物園など、飼育基準では比較的野放しな場所である。動物の飼育に

ついては事実上文書化されておらず、これらの場所についての調査を実施すべきである。同様に、重要

な考慮事項として、個人所有を法律で禁止するよう、将来的な政策変更を計画している。チンパンジー

のために継続可能な飼育場所の選択肢を広げるという戦略的計画の進展は、調査されるべき重要な問題

である。 
 

AZA チンパンジー種保存委員会の 2009-2013 年実行計画では、重要な研究テーマとして以下のもの

を挙げている。 
 チンパンジー一般だけでなく、老齢個体や特別な必要性のある個体用の栄養ガイドラインの作成。 
 チンパンジーの個性を、飼育管理や繁殖、福祉の促進に組み込む方法についての研究と調査。 
 新しい避妊方法(ゴナドトロピン放出ホルモンアゴニストなど)の有効性と、闘争や性行動への影

響。 
 導入段階を評価するための記述ツールの開発。 
 大きな社会群の管理方法。ケンカの管理や飼育下での離合集散構造の実現、人工保育個体の大き

な群れへの復帰、繁殖制限が親の行動に与える影響など。 
 動物園で飼育されているチンパンジーの心理学的幸福を、福祉に対する来園者の効果についての

評価や、認知エンリッチメントの研究、正の強化トレーニングの評価、環境の選択と制御の効果

についての研究により促進する。 
 チンパンジーの老齢管理。 
 飼育員の感情とチンパンジーの行動へ与える影響。 
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付録 A：章ごとの認定基準 
 
以下のチンパンジーに関する飼育基準は、AZA 認定基準や関連する方針(AZA2009)から引用されたもので

あり、この飼育マニュアルの各章にすべて掲載されている。 
 
 
序論 
(1.1.1) 施設は関係するすべての現地法、州法、連邦法を遵守しなければならない。AZA 認定基準は、時に

は法規制よりも厳しいものであることを理解し、これらの場合でも AZA 認定基準を満たすようにしな

ければならない。 
 
 
第 1 章 
(1.5.7) 健康を脅かす天候から、飼育動物を守らなければならない。 
(10.2.1) 水道や暖房、冷房、換気、浄水場などといった、動物飼育のために重要な生命維持装置を完備し、

警報機や緊急支援システムを備えておく。すべての機械設備は、記録管理システムにより明らかになる

保守整備下におく。特殊な装置は、保守契約下で維持するか、訓練の記録を特別装置の指定の維持のた

めに訓練を受けた職員に見せなければならない。 
(1.5.9) 飼育施設は、魚類や鰭脚類、鯨類、その他水生動物のために、水質の管理を定期的に実施しなければ

ならない。水質結果や化学薬品の添加について長期的に記録をつけ、文書として保持しなければならな

い。 
 
 
第 2 章 
(1.5.2) 展示場はできるだけ生息地を再現し、その種の社会的、行動的欲求を満たすじゅうぶんな個体数で展

示する。単独展示は、生物学的にその種で正しい時以外は避けなければならない。 
(10.3.3) すべての動物用施設(展示場や居室、病院、隔離室)は、動物の身体的、社会的、心理的幸福を提供

するために、じゅうぶんな大きさと複雑さがなければならない。展示場は、動物の行動を豊かにする様々

なものを設置しなくてはならない。 
(11.3.1) 動物の展示場や居室はすべて、動物の脱出という不測の事態を防ぐものにする。 
(11.3.3) 放し飼いの動物は、集団飼育の動物や放し飼いの動物、来園者に必要以上の脅威を与えないよう、

特に注意する。来園者と接触できる環境で飼育する動物は、注意深く選び、監視し、思いやりを持って

扱う。 
(11.3.6) 来園者が動物に手で触れる以上に接触する場所すべてに、ガードレールや柵を設置する。 
(11.2.3) 非常時手順はすべて文書化され、職員やボランティアに配布しておく。実際の非常時には、適切な

非常時手順をすぐにおこなえるようにする。これらの手順は、火災、天災、職員や来園者の怪我、動物

の脱出という 4 つの基本的非常事態に対応すべきである。 
(11.6.2) 警備員は、施設職員や契約社員に関わらず、その施設の方針と手順に基づき、すべての非常事態に

対処する訓練を受ける。時には、警備員の判断で非常事態に対処する可能性もある(発砲など)。 
(11.2.4) 施設は、緊急時に素早く連絡できる通信システムを持たなければならない。 
(11.2.5) 規約書は、地元警察や救急機関などとともに作成し、緊急への応答時間を明記する。 
(11.5.3) 潜在的に危険な動物(サメやクジラ、トラ、クマなど)を飼育する施設は、これら動物による攻撃や

負傷を防ぐため、適切な安全対策を持っておく。適切な対応手順には、攻撃による傷害への対処も含む。

これらの対策は、これらの基準を含めた防災訓練に必要で、日常的に実践されなければならない。事故

で負傷者が出るたびに、事故原因の概要や怪我の処置、安全対策で変更をおこなった内容を記し、施設

は、事故日から 5 年間準備し、維持しなければならない。 
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第 3 章 
(1.5.11) 動物の輸送は、安全かつ熟考された計画と調整のうえで遂行し、動物(たち)や関係者、一般人への

危険性は最小限にする。適応される現地法、州法、連邦法はすべて厳守する。 
 
 
第 5 章 
(2.6.2) 定式化した栄養計画を、すべての飼育動物の行動や栄養の必要性に合わせて実行することを推奨する。 
(2.6.3) 各動物の栄養的、心理的必要性に合った質や量の食べ物を与える。餌の配合と適切な食物分析の記録

は保持し、監査委員による確認がおこなわれることもある。魚介類などの食物は、持続可能で良く管理

された、信頼のおけるところから購入する。 
(2.6.1) 動物の餌の準備は、すべての現地、州、連邦の規約を満たさなければならない。 
(2.6.4) 各施設は、動物に与える適切な枝葉を監督する、最低１人を選出する。 
 
 
第 6 章 
(2.1.1) 獣医師の常勤雇用を推奨する。しかし委員会は、これが現実的でない場合があることも認識している。

このような場合は、パートで顧問獣医を雇い、月 2 回以上動物を訪問診療し、緊急時もできるだけ対応

してもらう。動物の大きさや気質によっては、獣医療に関して別途考慮が必要になるかもしれないこと

を理解している。 
(2.1.2) 病気や創傷、ストレスの兆候に速やかに対処するため、獣医師は週 7 日間 24 時間体制で、動物に対

応できなければならない。 
(2.2.1) 動物飼育職員が、治療目的で動物薬を使用し、薬の適切な安全管理ができるよう、公式に書面化され

た手順書を用意しなければならない。 
(1.4.6) 動物記録システムの責任者を指名しなければならない。責任者は、施設で保有する動物の記録確立と

維持を担当し、動物に関する法律や条例について、動物飼育職員全員に周知する責任を負う。 
(1.4.7) 動物の記録は適時更新し、毎日記録をおこなう。 
(1.4.5) 園館の歴史的な動物の記録の少なくとも一式を収納、保管する。これらには、許可書や権利書、誓約

書などの関連書類を含めるようにする。 
(1.4.4) 電子媒体、紙媒体関わらず、すべての動物記録は複製し、異なった場所で保管する。 
(1.4.3) 動物はいつでも識別できるよう、対応する識別番号を持つ必要がある。群れや他の動物と一緒に飼育

されていてすぐに識別できない場合は、各園館は記録を残す方法を明確にしておく必要がある。 
(1.4.1) 動物目録は、少なくとも年に 1 回は編集し、動物個体の増減について取りまとめる。 
(1.4.2) 園館で所有する全動物種を目録に表示し、他施設と貸し借りしている動物も掲載する。貸借動物には、

目録に注釈を付記しておくべきである。 
(2.7.1) 園館は新規到着動物の検疫用に飼育施設とその技術を、傷病動物の治療用に隔離施設とその技術を持

たなければならない。 
(2.7.3) 検疫施設や動物病院、隔離施設は AZA で採用された基準やガイドラインに準拠しなければならない。 
(2.7.2) 検疫についての公式な手順書を作成し、検疫動物に関わるすべての職員が利用でき、熟知されるよう

にする。 
(11.1.2) 人獣共通感染症を予防する訓練と手順書を保有しなければならない。 
(11.1.3) ツベルクリン接種とその経過観察は、職員と動物両方の健康を守るため、適切と思われる動物飼育

職員に実施する。 
(2.5.1) 死亡した動物に剖検をおこない、その死亡原因を究明する。剖検後の遺体は、地域や州の法律に従っ

て廃棄する。 
(2.4.1) 獣医学の管理計画では、疾病予防を重視する。 
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(1.5.5) 飼育施設外や教育目的で使用する動物のために、園館は残りの動物たちを感染症から守るために、所

定の位置に適切な手順書を持たなくてはならない。 
(2.3.1) 捕獲のための設備はすべて順調に稼働し、資格を持つ訓練された飼育職員により常に使えるようにし

ておく。 
(2.4.2) 飼育員は、異常行動や病気の臨床症状を理解する訓練を受け、日常管理での動物の給餌や飼育(エン

リッチメントの用具やその方法)、必要時には保定の知識を持たなくてはならない。しかし、飼育員自身

で病気を評価したり、治療を実施したりしてはいけない。 
(2.3.2) 病院は、エックス線設備を備えるか、エックス線を利用できる機関を利用できるようにしておく。 
(1.5.8) 各園館は、園館内の動物福祉の問題を確認し、対処するための明確な手順書を作成しなければならな

い。 
 
 
第 8 章 
(1.6.1) 各施設は、エンリッチメントの公式文書を持ち、種固有の行動を発現させるようにしなければならな

い。 
(1.6.2) 各施設は実施するエンリッチメントの監督や実施、訓練、部門間の調整をする専門の職員や委員会を

持たなければならない。 
 
 
第 9 章 
(1.5.4) 演示に生きた動物を使う場合、その方針を明文化し、保管する。教育活動に使う動物は、熟練した職

員により飼育管理し、飼育施設は、その動物種に合った寝室や運動、社会、環境エンリッチメント、受

ける医療や餌など、動物飼育でのその他の基準に合わせなければならない。これらの必要性の一部は、

放飼場の外で満たすことができる。例えば、動物の身体的、精神的な要求が満たされるなら、放飼場の

面積を小さくすることもできる。 
(1.5.3) 各施設の演示において動物を使用する場合は、教育や保全に関するメッセージを必ず入れる。 
(1.5.5) 教育用に施設外で動物を使用する場合は、感染源が他の動物に広まらないための、適切な手順書を持

たなければならない。 
(10.3.3) 動物の飼育施設(展示場、居室、病院、検疫・隔離施設)はすべて、身体的、社会的、心理的健康を

提供するじゅうぶんな大きさと複雑さを備え、展示場には動物の行動エンリッチメントを施す。 
(1.5.2) 展示場はできるだけ生息地を再現し、その種の社会的、行動的欲求を満たすじゅうぶんな個体数で展

示する。単独展示は、生物学的にその種で正しい時以外は避ける。 
(1.5.11) 動物の輸送は、安全かつ熟考された計画と調整のうえで遂行し、動物(たち)や関係者、一般人への

危険性は最小限にする。適応される現地法、州法、連邦法はすべて厳守する。 
 
 
第 10 章 
(5.3) 各施設は、飼育動物から得られた科学的知識を最大限活用しなければならない。AZA の分類諮問グル

ープや種保存委員会が支援する研究への応募や、独自の研究事業の実施、地元大学との連携、科学関連

の資格を持つ職員の雇用などを進めると良いだろう。 
(5.2) 施設は、実施する研究領域やその方法、関係職員、評価、対象動物について明らかにした方針と、発

表方法についてのガイドラインを持たなければならない。 
(5.1) 研究活動は、研究に関して情報に基づいた意思決定ができる有資格者の指導下で実施しなければなら

ない。 
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付録 B：入手および処分の方針 
 
Ⅰ. はじめに 
動物園水族館協会(AZA)が設立されたのは、動物園や水族館が果たす仕事を継続的に向上させるためとい

うのが主たる理由である。最も重要な役割の１つは、特に動物飼育や専門的活動に関して高い倫理的基準を

達成するため、加盟園館間で議論し、共通認識が得られる場を提供することである。AZA 認可に求められる

厳しい要求と職業上の高い基準は、どんな類似団体も匹敵しないものであり、米国農務省(USDA)の国際動

植物検疫課(APHIS)が求める動物展示許可の要求をも超えている。AZA 加盟園館は、動物の飼育管理と動物

福祉のあらゆる側面について指示した一連の基準である職業倫理規定に、忠実に従わなければならない。優

先順位として、AZA 加盟園館は AZA 加盟園館から動物を入手すべきであり、AZA 加盟園館に動物を処分す

べきである。 
AZA 加盟園館は、生きた動物なしては、保全や教育、科学といった重要な使命を果たすことはできない。

生物集団の責任ある管理において、時に動物を入手し、別の施設に処分する必要が出てくる。動物の入手は、

繁殖、交換、寄付、貸与、購入、捕獲、救出によっておこなわれる。餌用に入手した動物は、展示に加えて

はいけない。 
処分は、動物を何らかの理由で展示から外す時におこなう。処分の理由は多岐にわたるが、個体数管理(遺

伝学的、統計学的管理)への協力や、再導入、行動上の不適合、性成熟、健康への懸念、貸与や譲渡、死亡な

どである。 
AZA 入手および処分の方針(A/D 方針)は、(1)加盟園館へ動物の入手と処分に関する案内と支援をし、(2)

すべての入手と処分が、協会の掲げる公約「生命あふれる自然界の奇跡を救い、守る」に沿うよう作成され

た。より明確には、AZA の A/D 方針は、下記を意図している。 
 入手や処分の際には、個体の福祉と個体群・種・生態の保全について慎重に考慮したか確認する。 
 入手や処分の際には、AZA 加盟園館の行動規範に合わせた適切な基準を維持する。 
 AZA 加盟園館から世話するための専門性や施設を欠いた個人や組織に、動物を処分しないようにする。 
 種保存委員会(SSPs)、個体群管理計画(PMPs)、分類諮問グループ(TAGs)などの AZA 共同個体群管理

と関連プログラムの目標を支援する。 
AZA 入手および処分の方針は、AZA 加盟園館の方針の初期設定としての役割を果たす。それぞれの施設

が、地域性の強い特別な事情に対処するため、個別の A/D 方針を作るかもしれない。どの施設の方針も、AZA
入手および処分の基準を組み入れ、矛盾しないようにする。 

AZA 入手および処分の方針に違反した場合は、AZA 職業倫理規定に従い処分される。違反があった場合、

個人や施設から AZA の協会員資格を剥奪することもある。 
 
Ⅱ．群れやコロニー単位での識別 
ある種の昆虫や水生無脊椎動物、魚の群れ、げっ歯類、コウモリなどといった、コロニーや群れで暮らす

動物や多産種では、個体識別が不可能だったり現実的でなかったりする。そのため、これらの種は群れやコ

ロニーとして維持、入手、処分される。したがって、A/D 方針で動物や見本に言及する時は、個体を指す場

合もあれば、群れやコロニーを指す場合もある。 
 
Ⅲ.遺伝資源 
生きた動物(たち)を作るという使用目的の場合は、遺伝資源の入手や処分も、この文書に書かれているの

と同じガイドラインに従う必要がある。遺伝資源とそれにより生み出される動物の所有権を、はっきりと定

めておく必要がある。遺伝資源や動物の特定部位やサンプルを入手したり処分したりする施設は、現在の利

用法だけでなく、将来的に新たな技術が使えるようになった時の可能性についても考えておかなければなら

ない。 
 
Ⅳ(a). 一般的な入手 
下記の条件を満たせば、AZA 加盟園館の飼育動物に加えることができる。 
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1. 入手にあたって、関係するすべての現地、州、連邦、国際の規則や法律が求める要求を満たす。 
2. 園館長や最高責任者が、すべての入手の監督と実行についての最終的な権限と責任を持つ。 
3. 入手は、展示教育や保全、科学的目標に取り組むことで、各施設の飼育計画にあるとおり、施設の使

命との整合性のあるものにしなければならない。 
4. 入手した動物は、永久的、一時的に関わらず、すべて施設記録に記載する。すべての記録は、データ

入力基準と北米動物園水族館動物記録データベース®維持管理に従う。 
5. 政府による一時保護や、救出やリハビリ、特別展示などの理由で、動物を一時的に入手することがあ

るかもしれない。これらの動物は、現在飼育している動物たちや入手動物の、健康や世話、管理を損

ねない場合にのみ、受け入れるべきである。 
6. 各施設は、標本や動物種それぞれの物理的、社会的必要性に合わせるため、サポートに必要な資金や

設備を持ち、動物の専門的な飼育管理を提供しなくてはならない。 
7. 種保存対象動物の入手に関して、加盟園館の AZA 保全事業から逃れるような試みは、協会やその保全

事業に弊害をもたらすものである。そうした行為は、関与する動物種に悪影響を及ぼすばかりか、協

会の 職業倫理規定に違反する。AZA 加盟園館はすべて、種保全計画の中で種保存対象動物を受け入

れる努力をすべきであり、AZA 全園館参加の方針に従わなければならない。 
8. 動物は、合法的に運営され、AZA 職業倫理規定とその方針の精神と意図を反映し、支持する方法でビ

ジネス展開するところからのみ入手する。 
9. PMP が管理する標本を入手する際には、園館は PMP 管理者に相談する。 
10. 入手に関する意思決定においては、AZA 野生生物保全管理委員会(WCMC)が認可した地域飼育計画

(RCPs)に相談する。 
 
Ⅳ(b)．野生からの入手 
教育と保全を目的として野生動物集団を飼育することは、AZA 加盟園館の独自の責任である。こうした目

的を達成するために、野生で捕獲した標本を入手する必要があるかもしれない。野生から動物を入手する前

に、他の AZA 加盟園館や地域の動物園協会といった場所について調べると良い。 
 野生から動物を入手する際には、野生集団への長期的な影響を評価するために注意深く考慮する。野生動

物を捕獲する時にはいつでも、野生動物に関するすべての現地、州、連邦、国際の法律や規則を遵守し、そ

の種の長期的生存率や、野生や飼育下集団に悪影響をもたらしてはならない。個体群の生存が危ぶまれる危

機的状況においては、臨機応変に救援保護の決定をおこなうこともある。 
 
Ⅴ(a)．処分に必要な条件 - 生きた動物の場合 
より良い保全や動物飼育の取り組みのためには、AZA 内外の多くの組織からの協力に頼る必要がある。動

物の処分は AZA 加盟園館内でおこなうことが好ましいが、AZA 認定園館と主要な使命を共有する組織との

間で、協力的な精神を育てることも重要である。AZA は、AZA 非加盟組織の使命(規定しているしていない

に関わらず)と専門的経営がなされている AZA 認定園館の使命との大きな差異を、明確に区別している。 
 AZA 認定園館は、公共への展示とレクリエーション、教育や保全、科学を実証するエンターテイメントを

バランスよくおこなわなければならない。AZA 非加盟園館の中には、野生動物の日常の世話が最低限の基準

に達していないところもあり、AZA はそうした施設が AZA 加盟園館になることも、AZA の共同動物管理計

画に参加することも、許可できないと認識している。動物を AZA 非加盟園館に送る際は、加盟園館が、動物

が適切に世話されることを、自信をもって確認できることが重要である。 
以下の条件が満たされた場合のみ、AZA 加盟園館からの動物の処分が可能である。 
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1. 処分にあたって、関係するすべての現地、州、連邦、国際の規則や法律が求める要求を満たす。 
2. 園館長や最高責任者が、すべての処分の監督と実行についての最終的な権限と責任を持つ。 
3. 処分はすべて、AZA 職業倫理規定の義務的基準と一般勧告を遵守しておこなう。具体的には、「加盟

園館それぞれが所有し世話をしているすべての動物が、協会の最新の処分基準を満たす方法で処分す

ることが保障できるよう最大限努力すべきであり、動物たちが適切に飼育されない人の手に渡らない

ようにしなければならない。」 
4. 家畜以外の動物は、競売で処分してはいけない。また、競売で使用、販売する可能性がある組織や個

人に、動物を渡すべきではない。AZA 非加盟園館との取引では、受け取り相手が動物やその子孫を野

生動物の競売や狩猟を許可する個人や団体に渡さないことを、書面で確認しなければならない。 
5. 狩猟を許可する団体や個人に、動物を渡すべきでない。なおこれは、(北アメリカに生息する)野生動

物の狩猟を認める個人や組織には適用しない。オジロジカやウズラ、ウサギ、水鳥、イノシシ、コウ

ライキジ、イワシャコ、ヤマウズラ、マス以外にも、遠い過去に導入された動物種も認めている。AZA
は、持続可能な個体群管理と、野生動物保護の目的のためにおこなわれる淘汰によるスポーツとして

の狩猟や釣りを、区別している。 
6. 種保存計画対象動物の処分において、加盟園館による AZA 保全計画を逃れるような試みは、協会とそ

の保全計画に損害を与えるものである。そうした行為は、関わる動物種の悪影響になりうるし、協会

の職業倫理規定に反するものでもある。すべての AZA 加盟園館は、種保存計画を通して、種保存計画

対象種を処分すべきであり、AZA 全園館参加の方針に従わなければならない。 
7. 家畜は、飼育場で実施されている条件と同じ方法で処分し、関連するすべての法律や規則に従う。 
8. 生体標本は、本来の生息地に返し、関連するすべての法律や規則の対象となる。リリースは、復帰計

画の一部としておこなわれるかもしれないが、どんなリリースでも、飼育下で生まれ育った動物の再

導入についての AZA ガイドライン(1992 年 6 月 3 日付)に対応したものでなければならない。 
9. 生きた動物も死後標本もすべて、処分について詳細に記録し、保管する。適用可能なら、適切な個体

識別技術を利用する。 
10. 少なくとも年に一度、貸与標本の状況や受取者が適切な管理をおこなっているかを監視することは、

各貸出機関の義務である。もしも、動物の状況や管理が賃貸契約に違反している場合は、貸出機関の

義務として動物を回収する。また、園館の貸し出し方針は、A/D 方針と競合するものであってはなら

ない。 
11. 生きた標本を安楽死させる場合は、各施設で決めた方針とアメリカ獣医師協会の安楽死に関する検討

会による報告書(Journal of the American Veterinary Medical Association 218 (5): 669-696, 2000)に
基づいて実施する。 

12. AZA 非加盟園館へ処分する場合、その AZA 非加盟園館の使命(表明、暗示に関係なく)が、AZA の使

命や A/D 方針と矛盾していてはならない。 
13. 一般公開されている AZA 非加盟園館へ処分する場合は、その AZA 非加盟園館は、公共への展示とレ

クリエーション、保全や教育、科学を実証するエンターテイメントをバランスよくおこなわなければ

ならない。 
14. AZA 非加盟園館へ処分する場合、AZA 加盟園館は、その受け入れ施設が動物とその子孫を適切に世

話し、維持していくために必要な専門知識、記録管理の慣行、安定した資金、設備、資源を持ってい

ることを確信しなければならない。これら証拠書類は、AZA 加盟園館の動物についての永久記録とと

もに保管するよう推奨する。 
15. 生きた動物を AZA 非加盟の研究所に送る場合、その研究所は、米国農務省国際動植物検疫課による動

物福祉法に登録されている必要がある。国際取引では、受け入れ施設は動物福祉の観点からその国の

同等機関によって登録されている必要がある。 
16. 健康や安全の危険性を(動物やヒトに)もたらしたり、種の保全に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、

動物を処分してはいけない。 
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17. 本質的に危険な野生動物や外来種を、ペット業界やこうした世話をする資格のない団体へ処分すべ

きではない。 
18. どんな場合でも、霊長類を個人やペット業界に処分すべきではない。 
19. 次のいずれかを満たす魚や水生無脊椎動物種を、個人やペット業界へ処分すべきではない。 

a. 長さ72インチ180ガロンの水槽(一般的に小売店で販売される最大タンク)で飼育するには大きすぎ

る種 
b. 適切な飼育環境を維持するために途方もない生命維持装置が必要な種(冷水魚や無脊椎動物など) 
c. 侵襲的とみなされる種(ライギョなど)。 
d. 酷い咬傷を負わせたり、有毒針がある種(ピラニア、ミノカサゴ、ヒョウモンダコなど) 
e. 野生での絶滅危惧種 

20. PMP 管理の標本を廃棄する場合は、各園館は PMP 管理者と相談しなくてはならない。 
21. 処分決定の際は、各園館は WCMC が承認する RCPs に相談しなくてはならない。 

 
Ⅴ(b)．処分に必要な条件 – 死後標本の場合 
死後標本(動物の各部位や標本など)は、以下の条件が満たされている場合に限り、AZA 加盟園館の所有から

処分することができる。 
1. 死後標本の処分は、関係するすべての現地、州、連邦、国際の規制や法律が求める要件を満たす。 
2. 教育活動や展示への使用など、遺体を最大限に利用する。 
3. 種の管理や保全に役立つ科学的プロジェクトにデータを提供するなどについて考慮する。 
4. 可能な場合は、動物の体の部分ごとなど、すべての処分についての記録(所有権の情報など)を保管する。 
5. 可能な範囲で SSP と TAG 剖検手順に従う。 

 
Ⅵ．取引フォーム 

AZA 加盟園館は、動物の入手や処分を記録するための取引フォームを開発している。これらのフォームで

は、受入者や供給者となる可能性がある組織に、AZA 職業倫理規定や AZA 入手および処分の方針、および

関連するすべての AZA や加盟園館の方針、手順書、ガイドラインを遵守するよう求めている。また、取引フ

ォームは、現地、州、連邦、国際当局の該当する法律や規則を遵守するよう求められている。 
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付録 C：推奨される検疫手順 
 
検疫施設 
哺乳類や鳥類、爬虫類、両生類、魚類を扱うことのできる独立した検疫施設が必要である。特定の隔離施

設がない場合は、新規導入個体を既存個体から隔離すべきであり、直接接触を禁止し、病気の伝播を防止し、

塵埃や排水汚染を避けるようにする。 
このような分離は、霊長類や小型哺乳類、鳥類、爬虫類では義務であり、可能であれば大型有蹄類や肉食

動物、海洋哺乳類、クジラ類などの大型哺乳類にも適応する。受け入れ園館に大型霊長類用の適切な隔離施

設がない場合は、AZA や AALAS の認定園館で移動前検疫を実施すれば、受け入れ施設で実施したとみなさ

れる。この場合、移動は他の霊長類から隔離した状態でおこなう。こうした推奨事項に比べより厳格な現地

や州、連邦の規制が優先されることもある。 
 
検疫期間 
どの動物種においても、30 日以上にわたり獣医師の監督下で検疫がおこなわれる(獣医師による直接指示

がない限り)。哺乳類では、30 日の検疫期間中に、同じ分類目の哺乳類が指定検疫エリアに導入されると、

さらに 30 日間をやり直さなければならない。しかし、既に検疫が終わった異なる分類目の哺乳類が導入さ

れるのなら、もといた検疫中の哺乳類に悪影響を与えることはない。鳥類や爬虫類、両生類、魚類の場合は、

30 日の検疫期間中は、上記それぞれの分類群との接触を禁止する。そのため、鳥類の隔離施設に新しい鳥を

入れた場合は、新規個体が入ってから再び 30 日の検疫期間が必要となる。同様のことが、爬虫類や両生類、

魚類でも言える。 
 
検疫担当職員 
検疫動物だけを飼育する飼育員を決めるか、既存動物の飼育を完全に終えてから、検疫動物に対処するよ

うにする。検疫動物の給餌や清掃に使用した用具は、その動物だけに限定して使用する。もしそれが無理な

場合は、次の検疫動物で使用する前に、用具を適切な消毒剤(検疫を監督する獣医師によって指定されたもの)
で洗浄する。 

各園館は、新規導入個体が持つかもしれない人獣共通感染症に対して、動物飼育職員が感染する危険性を

最小限に抑える予防措置をとらなければならない。これらの予防措置としては、消毒踏み込み槽の使用、状

況に合わせた作業着とマスクの着用、いくつかの動物種では身体的な接触を最小限に抑える(霊長類では物理

的に保定せず、化学的に保定するなど)、などが考えられる。ツベルクリン検査とその経過観察は、職員と動

物両方の健康を守るため、園館の職員に実施するべきである。 
 
検疫手順 
この期間中に、特定の予防対策をしておく。個体の糞便サンプルや、限られた空間で飼育されている大集

団(バードケージの同種の鳥や水槽のカエルなど)の代表サンプルは、2 回以上採取し、消化管の寄生虫検査を

おこなう。治療は、主治医の獣医が規定する。理想的には、最初、もしくは寄生虫治療後から、2 週間以上

間隔をあけて採取した 2 つの糞便が陰性だった場合に、検疫を終了する。また、外部寄生虫検査を全個体に

実施し、その結果に応じて扱うべきである。 
予防接種は、それぞれの動物種ごとに必要に応じて更新する。予防接種の経歴がない動物が到着した場合

は、ワクチン未接種動物として扱い、適切な予防接種を順次実施する。可能なら常に採血するようにし、血

清を保管する。－70℃(－94°F)の自動霜取り機冷凍庫か、－20℃(－4°F)の自動霜取り機能のない冷凍庫、

どちらかで、血清を保存する。こうした血清は、遡及疾患を評価する際の、重要なサンプルになる。 
検疫期間は、同定できないすべての個体に麻酔時や保定時にマーク(入れ墨や刻耳、耳標など)を入れる絶

好の機会でもある。また、動物を保定や不動化するつど、歯科検査などの総合的な健康診断を実施すべきで

ある。検疫期間中は、完全な医療記録を維持し、すべての動物に利用する。検疫中に死亡した個体は、獣医

師の監督のもと剖検をおこない、病理組織学的検査のために組織を採取しなければならない。 
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検疫手続 
以下は、チンパンジーの適切な検疫手続きにおける推奨事項と提案である。 

 
必須事項 

1. 上記で記載した糞便直接法と糞便浮遊法の実施。 
2. 1500 units 以上のツベルクリンを 0.1ml(Mammalian Human Isolate 社、Coopers Animal Health

社)使ったツベルクリン検査をおこない、最低 2 回の陰性を確認する。問題のある動物種においては、

必要に応じて適切な治療をおこなう。 
3. CBC や血清生化学検査の実施。 
4. サルモネラ、赤痢菌、カンピロバクター検査のための糞培養。 
5. ある動物種(旧世界ザルなど)においては、Herpesvirus simiae(B ウイルス)についての血清検査。 

 
強く推奨 

1. 胸部 X 線検査 
2. 適切なウイルス検査(サル免疫不全ウイルス(SIV)、D 型レトロウイルス) 
3. 尿検査 
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付録 D：演示動物に関する現状報告書 

 
動物園水族館協会の保全教育委員会(CEC)は、重要で強力な教育手法として演示動物を適切に使用す

ることは、園館の教育担当者が求める保全や野生動物への認識を深め、感じる(感情に訴える)メッセー

ジに対し、様々な利益をもたらすという考えを支持している。演示に動物を利用することで、教育担当

者は観客を魅了することができる。後述するように、演示動物の利用により学習時間が延び、獲得し記

憶される知識が増え、環境への関心が高まり、動物園や水族館の動物を肯定的に認識するようになるこ

とが実証されている。 
 
来園者の興味 
動物園や水族館は、野生動物を身近に感じ、自然への感謝の気持ちを育てる、理想的な場である。し

かし、動物園や水族館での自由な学習環境内で、効果的な教育メッセージを展開し、発信することは、

とても難しい。園館の教育担当者たちは、誰かと楽しい経験をするために動物園に来る人々に、興味を

持ってもらい、学んでくれる方法を見つけようとし続けてきた(Morgan と Hodgkinso 1999)。演示に動

物を使うことで、多様な目的で来園した人々を惹きつけ、興味を持たせるのにじゅうぶんな魅力的な体

験を提供でき、自分たちと自然との関係について学び、考えるようになる。 
演示動物が学習の強力な触媒になるには、多くの理由がある。動物は活発で見やすく、来園者と近い

場所にいることが多い。これらの要素は、人々が動物園で動物を見る時間を増やす効果があることが実

証されている(Wolf と Tymitz 1981、Bitgood と Patterson、Benefield 1986、1988)。さらに、扱われ

る動物の挑発的な気質は、来園者を魅了するのに重要な役割を果たすと思われる。ある 2 つの研究では

(Povey と Rios 2001、Povey 2002)、動物を通常通り展示するよりも、展示場外で演示に使った方が、

来園者は 3〜4 倍長い時間動物を見た。ショーや普段の説明に演示動物を使うことで、学習時間を延ば

し、全体的な影響を高める効果があるのは明らかである。 
動物を演示に使うことで、来園者の興味に合わせた個々の学習体験と教育内容が提供される。昔から

使われてきた解説板では、個人に合わせた情報が提供されることは稀だし、来園者に頻繁に読まれるこ

ともない(Churchman 1985、Johnston 1998)。例えば Povey(2001)は、動物の展示場近くにある掲示物

を読んだ来園者は 25％だけだったが、同じ動物を教育的な説明に使ったところ、来園者の 45％が少な

くとも１回、何人かは 7 回もの質問をおこなったと報告している。動物と教育担当者が一緒にいること

で、来園者が興味を持った内容について質問する特別な機会を提供することとなる。 
 
知識の獲得 
演示動物を使う教育担当者の多くが、来園者の野生動物や野生生物保全に関する知識と理解の向上を

基本目標としている。続々と増える多くの証拠が、こうしたメッセージをより強く伝えるために演示動

物を使うことの妥当性を支持している。 
 MacMillen(1994)は、出張授業に生きた動物を使うことで、6 年生用の脊椎動物の分類について

の理解が、有意に高まったことを発見した。 
 Sherwood ら(1989)は、水族館の教育企画で生きたカブトガニを使う場合と、ヒトデの乾燥標本

を使う場合を比較し、生きた動物を使った教育の体験時に、生徒たちは最大の理解を示したこと

を発見した。 
 Povey と Rios(2002)は、自由回答調査(「この動物を見る前に、知らなかったことは…」)の返答

に、動物を使った演示を見た来園者の 69％が認知的な反応(学んだことなど)をし、同じ動物を展

示場で見た来園者は 9％(観察自体が主な反応)だったことを示した。 
 Povey(2002)は、展示場で動物を見る場合と動物を使った普段の説明の場合では、来園者の学習

に差があることを発見した。カラスとホウシャガメを使った説明では、展示場で見た場合より 11
倍高い割合で、来園者は正確に質問に答えることができた。 

 
環境意識の向上 
演示動物は、感情学習と態度の変化を向上させることが明確に実証されてきている。 
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 Yerke と Burns(1991)および Daviso ら(1993)は、生きた動物のショーが来園者の態度に与える

影響を調べた。両研究とも、ショーは保全と管理に対する態度に良い影響を与えたことが明らか

になった。 
 Yerke と Burns(1993)は、オレゴンの 5 年生におこなった生きたトリを使った教育活動を評価し、

説明後の学生たちの環境意識が有意に向上することを示した。 
 Sherwood ら(1989)は、教育活動で生きた脊椎動物を扱った学生は、乾燥標本だけを扱った学生

に比べ、短期的にも長期的にも意識が変化したことを示した。 
 Povey と Rios(2002)は、演示動物を使用することで、動物園動物への飼育や福祉についての来園

者の肯定的な感情を促進する働きがあると分析した。 
 Wolf と Tymitz(1981)による観察では、動物園の来園者は動物園で暮らす動物の福祉について深

い関心があり、各個体にあった世話を受けているという証拠を欲しがっていることを明らかにし

た。 
 
結論 
水族館や動物園の動物や一般的な野生動物に対し肯定的な感情を持たせることは、動物学をおこなう

機関の基本使命として重要だろう。さらなる研究により、私たちはこの分野をさらに掘り下げることが

できるが、既存の研究でも、演示動物は動物に関する認知的で魅力的なメッセージを伝え、野生動物や

生息地を保護する必要性のための重要な手法であるという結論を支持している。 
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AZA 認定基準は専門家らにより総合的に作られたものであり、AZA 加盟園館はこれを満たす施設で

なければならない。基準は、施設のあらゆる面について指導するが、認定委員会は、加盟園館が高いレ

ベルの飼育を動物に提供することを保証するのが最優先事項だと断言する。加盟園館に求められるもう

１つ欠かせない AZA の尺度は、教育が施設の使命の核だと認めることである。認定公的機関はすべて、

文書化された教育計画を策定し、定期的にその効果を評価することが期待される。 
教育的な演示で動物(国内由来や国外由来、家畜)を使用するのは、それが正しく使われるのであれば

強力な手法となる。CEC(保全教育委員会)による演示動物に関する現状報告書(付録 D)では、演示動物

の適切な使用は、園館の教育担当者が求める保全や野生動物への認識を深め感じる(感情に訴える)メッ

セージとしての利点があるという基礎研究を紹介している。AZA 多施設研究プロジェクト(MIRP)とし

て進行中の研究や各 AZA 加盟園館が実施する研究は、教育担当者が演示動物を使用することで意図と

矛盾したメッセージを伝えていないかどうかを判断し、それに応じて演示を修正し改善することを支援

するものだろう。 
演示動物を使用する際には、高いレベルでの飼育と教育目標の、両方を満たす責任がある。さらに、

動物管理の専門家として、その動物種の保全の必要性や各個体の福祉にも、しっかり対処しなければな

らない。動物の外観や要求、行動、制限、能力において「野生個体とまったく異なる」ために(Conway 
1995)、AZA は動物福祉委員会を通じて、分類諮問グループ(TAG) や種保全委員会®(SSP)に、動物の

分類群ごとによる動物福祉を開発する責任を、近年課した。各 TAG や SSP の専門家らは、教育アドバ

イザーと一緒に、分類群の生物学的、社会的必要性のすべての側面を評価し、演示動物としての使用に

関する規格などの動物飼育基準を作り上げていく責任を負う。 
しかし、最も厳格な基準でさえも、AZA 各園館が直面する個体選択に対処できない。そのため各園館

は「演示動物についての方針」を作り、演示の利点について明言し、評価する必要がある。独自の演示

動物についての方針を策定する際には、以下の推奨事項が各園館の支援となるだろう。 
 
方針を決定する過程 
施設の方針づくりには、各園館の主要な関係者(下記参考)を含めるべきである。なお、代表者に限る

必要はない。 
 教育部門 
 動物飼育部門 
 獣医もしくは動物健康部門 
 保全科学部門 
 動物ショースタッフ(別部門になっている場合) 
 演示動物の状況を頻繁に報告すべき部門(特別企画や開発、マーケティング、動物園や水族館協会、

運営部門など) 
 さらに、方針づくりに関わる組織内のあらゆるレベルの職員(学芸員や飼育員、教育管理者、解説

員、ボランティア担当者など) 
 
総合的な演示動物についての方針を作るには、以下の要素を含むと良いだろう。 

 
I. 理念 
通常、動物に触るなどの密で個人的な経験に動物を使用することは、以下の状況に限りとても有益で

効果が大きい、という立場を AZA はとる。 
 使用や設定が適切である。 
 動物と人間の福祉を常に考慮している。 
 動物を偽ったり見下したりしない方法で、動物を尊敬し、安全に使用する。 
 有意義な保全メッセージを要素として必ず入れる。AZA 理事会が承認した保全メッセージを読む

こと。 
 適切な動物種や個体を使用する。 
各施設の演示動物についての方針は、上記の理性的な見解に基づき、施設の全体目標に合わせて演示

動物を使用するべきである。 
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II. 適切な実施場所 
演示動物についての方針には、施設内外すべての実施場所を掲載し、それらの場所は演示動物の使用

が許可されていなくてはならない。これは施設ごとに、明らかに異なるだろう。それぞれの施設の方針

には、その施設特有の実施場所の総覧を掲載する必要がある。実施場所ごとに個別の方針を持つ施設も

あれば、多様な実施場所に同じ方針で対処する施設もある。実施場所の例は以下の通り。 
飼育現場での企画 
非公式もしくは非登録 
 動物を連れ出す企画類(実演、講義、パーティー、特別企画、マスコミ対応) 
 こども動物園やふれあい広場 
 飼育エリアでの説明 
 ショー 
 タッチプール 
公式(登録済み)もしくは規制状況 
 学生向け企画 
 夏合宿 
 夜間観察 
 誕生日会 
飼育現場外や奉仕活動 
 宣伝活動(テレビ、ラジオ) 
 募金活動 
 公共の場での野外活動 
 学校訪問 
 図書館への訪問 
 養護施設への訪問(セラピー) 
 病院への訪問 
 高齢者施設 
 市民団体による企画 

方針が実施場所(マスコミを使った現場企画か現場外企画かなど)により異なることもある。これらの

実施場所は別々に扱い、動物の健康や各状況でのストレス評価、制限や制約を反映すべきである。 
 
III. 法令の遵守 
哺乳類を飼育する AZA 機関はすべて、USDA の動物福祉法に規制される。海洋哺乳類保護法など他

の連邦規制が適用される場合もある。また、多くの州やいくつかの都市には、動物との接触状況を規定

する法令がある。同様に、すべての認定園館が AZA の職業倫理規制に縛られる。各施設の演示動物に

ついての方針は、適応される規制と AZA 認定基準を順守するよう求められる。 
 
IV. 飼育管理計画 

AZA 認定園館はすべて、所定の場所で飼育管理をおこなわなくてはならない。演示動物は、その施設

の飼育動物の一部であり、動物の飼育管理の中で扱うべきである。AZA 認定ガイドには、各施設の飼育

管理に対しての特定の要求が掲載されている。一般的な飼育管理についてのより詳しい情報は、AZA ウ

ェブ(www.aza.org)の会員限定サイト、飼育管理ページを参照のこと。演示動物に適用する推奨事項は、

以下の通り。 
1、承認された演示動物をリストにする(変更にあわせ定期的に修正する)。各動物種の正当化は、以下

の基準に基づきおこなう。 
a. 演示に使用するための気質や適合性 
b. 飼育の要求 
c. 飼育の専門知識 
d. 獣医的な問題や懸念 
e. 取得および処分のしやすさとその方法 
f. 教育的価値と対象となる保全メッセージ 
g. 絶滅の危険度 
h. TAG や SSP のガイドラインや方針の準拠 
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2、どの動物種が、どのような場所(個体ごとに必要な場所など)で、どのように一般に公開されるかに

ついて一般的なガイドラインを持つ。 
3、飼育管理部門は、その施設の取得および処分の方針を参照する。 

 
V. 保全教育のメッセージ 

AZA 認定基準にも書かれている通り、もし企画の一部に演示動物を使うなら、教育と保全メッセージ

の要素を入れることが不可欠である。演示動物についての方針では、隠れ、矛盾したメッセージ(可哀そ

うなペットについて口頭で述べながら、動物と“ふれあう”など)に気をつけるのはもちろん、演示動物

の使用と一緒に特定のメッセージを伝えなければならない。これは、AZA 保全メッセージが含まれたり、

参照できるかもしれない。 
教育的価値やメッセージは、一般的な飼育管理の一部であるべきだが、演示動物の使用というこの側

面は、とても批判を受けやすい部分なので、注目をより受けることになる。また、生きた動物の代わり

や補助に、標本などの使用を強く奨励する。可能なら常に、演示動物を使う有効性の評価を、教育プロ

グラムに組み込むようにする。 
 
VI. ヒトの健康と安全 
演示動物使用に関して最大の懸念事項の１つが、職員と一般市民の安全である。動物との接触は、教

育的で魅力的な経験としてとても貴重だが、取扱者と観客にある種の危険をもたらす。そのため、方針

のヒトの健康と安全についての項で、以下の記載が必要である。 
 病気がヒト以外の動物からヒト、またはその逆に感染する可能性を最小にする(手洗場の設置、接

触を禁止する方針、手洗い石鹸の使用など)。 
 取扱者の私服や行動に関する安全対策(長いイヤリングや香水、オーデコロンの使用抑制や禁止、

動物周辺での飲食禁止、禁煙など)。 
AZA の動物接触方針は、これらの内容についてガイドラインを提示し、ガイドラインは 1998 年に認

定基準に組み込まれた。 
 
VII. 動物の健康と福祉 
動物の健康と福祉は、AZA 認定施設での最優先事項である。そのため、各施設の演示動物についての

方針には、動物福祉の重要性について強い声明を盛り込む必要がある。方針は、以下の通り。 
 通常使う収容施設、管理、動物の健康に配慮する(演示動物のための施設と管理は、一般的な基準

を満たし、エンリッチメントや目隠しなど、個々の動物の必要性に対応する、など)。 
 安全や健康が危険にさらされた場合などに、その状況から動物を助け出すことができるなど、動

物の健康と福祉に関して取扱者が意思決定できる権限を持たせる。 
 訓練を受けた職員とボランティアが、触る場所や触り方を監督する。 
 安全性や健康、福祉などを評価するため、ヒトと動物の交渉について頻繁に評価する。 
 演示動物の医療レベルが、コレクション内の他の動物と一致することを確認する。 

 
VIII. 分類群ごとの手順書 

AZA は、属や種、標本や個体レベルといった分類群ごとに合った手順書を作るよう各施設に奨励して

いる。分類群ごとのガイドラインが、演示動物の使用に影響することもある。これらの作成には、各園

館は保全プログラムデータベースを参照すること。分類群ごとの手順書には、以下の内容を含める。 
 特定の個体を、飼育施設からどのように持ち出し、どのように返すか。 
 動物をどのように詰め込み、輸送するか。 
 ストレスやストレス要因、不快行動の指標。 
 状況に合わせた取り扱い手順(市民が動物に触れることができるかできないか、その時の取り扱い

方法など)。 
 表面の殺菌や移動方法、放飼場などについてのガイドライン。 
 動物についての正確な情報と保全情報。 
 温度と気象条件に関する制限と制約。 
 制限時間(適当な動物のローテーションや休憩時間、個体ごとの利用時間、および移動距離の制限

など)。 
 動物や取扱者、観客の健康と福祉を確保するために必要な、訓練された職員数。 
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 動物の健康についての分類群ごとのガイドライン。 
 
IX. 移動および演示の管理 
各施設の方針は、演示動物に関する多くの移動問題に対処しなければならない。 
 施設外で使用する際の動物の検疫や分離など、演示動物をどこで、どのように飼育するか。 
 承認方法や意思決定方法など、動物に要求される手順について。 
 動物の使用や動物の行動、その他起こりうる問題などについて記録する方法など、正確な文書と

記録方法。 
 
X. 職員研修 
取扱い職員全員(飼育員や教育担当者、ボランティア、説明員)の訓練が重要であることは明らかであ

る。職員研修は大きな問題なので、訓練手法(protocol)と手順(procedure)を別々に持つ園館も多いかも

しれない。具体的な訓練手法は、各施設の演示動物についての方針の中に記載することもできるし、そ

れとは別に訓練手法を作ることもできる。方針の研修の節には、以下の記載を推奨する。 
 動物を取扱い、提示する担当者の決定。 
 検疫時の取扱い手順。 
 取扱者(取扱指導者を含む)の研修や資格、評価。 
 取扱者向け必須再研修の頻度。 
 動物のトレーニングや研修手順の担当者。 
 確立された手順での低レベルの演示や違反への対応方法。 
 取扱者に必要な健康診断と予防接種(結核検査、破傷風予防接種、狂犬病予防接種、定期的な便検

査、健康診断など)。 
 研修内容(分類学ごとに独自な手順、自然史、関連する保全教育メッセージ、演示技術、説明技法

など)。 
 病気の感染を減らす手続き(人獣共通感染症の伝達、適切な予防法と手洗い推奨など AZA 動物接

触方針に記載されたこと)。 
 動物や取扱職員、一般市民へのケガについての報告手順。 
 観客の管理(観客が動物を適切に扱うかの確認、動物周囲での飲食禁止など)。 

 
XI. 施設の方針の見直し 
すべての方針は、定期的に見直さなければならない。方針違反についての説明責任とその影響(再訓練、

取扱権限の失効など)も同様に扱うべきである。各施設の方針は、演示動物についての方針が見直し、改

訂される度に対応し、説明責任を維持しなければならない。 
 
XII. TAG と SSP の推奨事項 
各分類諮問委員会と種保存委員会が推薦する分類群に合わせた変更に従い、各施設の方針は、これら

の勧告の遵守に関わる命令を含めなければならない。園館は、これらの特定の推奨事項に従わないこと

を選ぶ場合には、その理由を書いた簡単な文章を提出することが推奨される。 
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付録 F：AZA チンパンジー種保存委員会の運営委員とアドバイザー 
 
（2012 年 9 月 31 日現在） 
 
名前  役職  所属組織  

Steve Ross  議長  リンカーンパーク動物園  

Lisa New  副議長  ノックスビル動物園  

Rebecca Gullott  書記  メリーランド動物園  

Leslie Field  サクラメント動物園  

Jennifer Ireland  ノースキャロライナ動物園  

Liz Harmon  カンサスシティ動物園  

Jennie McNary  ロスアンジェルス動物園  

Terry Wolf  ライオンカントリーサファリ  

Ingrid Porton  セントルイス動物園  

Lee Ann Rottman  ローリーパーク動物園  

Syd Tanner  リトルロック動物園  

Jennifer Davis  オクラホマシティ動物園  

Hollie Colahan  ヒューストン動物園  

Kay Backues  獣医アドバイザー  タルサ動物園  

Tammie Bettinger  サンクチュアリアドバイザー  ディズニーアニマルキングダム  

Mollie Bloomsmith  リサーチアドバイザー ヤーキス霊長類研究センター  

Todd Bowsher  避妊アドバイザー ダラス動物園  

Kathryn Gamble  獣医アドバイザー  リンカーンパーク動物園 

Elizabeth Lonsdorf  現場アドバイザー  リンカーンパーク動物園 

Terri Hunnicutt  ハズバンダリーアドバイザー  セントルイス動物園   

Lorraine Smith  監事  
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付録 G：大型類人猿の剖検手順 
 
出典は、アメリカ動物園獣医師会(AAZV)による「大型類人猿およびその他サル類の標準剖検記録」。未編

集の標準剖検記録については、AAZV(www.aazv.org)に照会すること。アメリカ動物園獣医師会から未編集

の剖検フォームの原本を手に入れることもできる。 
(AAZV 住所 581705 White Oak Road, Yulee, FL 32097  電話番号 904-225-3275) 
 
 

大型類人猿およびその他のサル類の標準剖検記録 
記録用紙 
病理番号 #          種名            日付       
動物#／名前           性別         年齢(生年月日)      
死亡(安楽死)日付       時間       (午前／午後) 
安楽死の方法           
剖検日時           剖検所要時間         
死後の状態          栄養状態            
病理医または検死者とその所属                                
                                              
肉眼的診断名： 
                                              
臨床経過の要約： 
                                              
組織検査に出す組織をチェックする。 
外部検査(外傷、浸出物、下痢などを記録する)： 
     被毛： 
     皮膚： 
     臭腺： 
     乳腺や乳頭： 
     臍帯(新生児・胎児の手順書を参照)： 
     皮下組織(脂肪、浮腫、出血、寄生虫などについて記録)： 
     粘膜(色、浸出物などについて記録)： 
    眼や鼻からの浸出物があったか？： 
     眼や耳： 
     外部生殖器： 
     口腔、頬袋、咽頭： 
    歯： 
    舌： 
 
筋骨格系 
骨折、脱臼、奇形について記録： 
    骨成長板(肋骨、大腿骨遠位部、胸骨分節)： 
    筋肉： 
    骨髄(大腿骨)： 
    関節(浸出物、関節炎)： 
    脊柱(臓器摘出後、腹側から観察)： 
 
頸部の検査： 
    喉頭： 
    喉頭嚢(大型類人猿の手順書を参照)： 
    下顎腺と耳下腺： 
    甲状腺と副甲状腺： 
    頸部や頭部のリンパ節： 
    食道： 
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胸腔： 
胸水、癒着、出血などについて記録： 
縦隔や冠動脈に付着する脂肪の量や色、病変について記録： 
    胸腺： 
    心臓(添付の手順書参照)： 
    大血管： 
    気管と気管支： 
    肺： 
    食道： 
    リンパ節： 
 
腹腔： 
腹水、癒着、出血などについて記録： 
大網、腸間膜、腎周囲に沈着する脂肪の量、色、病変などについて記録： 
    肝臓と胆嚢： 
    胃： 
    膵臓： 
    十二指腸： 
    空腸： 
    回腸： 
    盲腸と虫垂突起(類人猿の場合)： 
    結腸および直腸： 
    リンパ節： 
    腎と尿管： 
    副腎： 
    性腺： 
    子宮： 
    膀胱と尿道： 
    オスの副生殖腺(前立腺と精嚢腺)： 
    新生児の臍静脈、膀胱円索： 
    腹部大動脈と下(後)大静脈： 
 
神経系： 
    髄膜： 
    脳： 
    下垂体： 
    三叉(ガッセル)神経節： 
    脊髄(どの腰椎部分まで脊髄か伸びているか記録)： 
    腕神経巣と座骨神経： 
松果体は確認できるか？ 
 
重量および計測(可能ならg、kg、cmで) 
体重                        
リンパ組織：右腋窩リンパ節     左腋窩リンパ節     

右鼠径リンパ節     左鼠径リンパ節     
空腸リンパ節      
脾臓リンパ節      胸腺リンパ節      

腹部臓器：肝臓          
右腎          左腎         
右副腎         左副腎         
右卵巣         左卵巣         
子宮          
胎盤(重量と直径)： 
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胸部臓器：心臓重量：__________________ 胸腺(上部) 
高さ：            冠状溝周囲長：       
左室壁厚：          右室壁厚：   
中隔：          
左房室弁囲：        右房室弁囲：       
大動脈弁囲：        肺動脈弁囲：       
右肺：           左肺：         

その他：脳：            腫瘍？         
右精巣(重量)：        左精巣：      
長径 × 直径：                  
陰茎(長さ×直径)：                

 
類人猿を含むヒト以外の霊長類の標準身体計測法： 

頭臀長(直線)                         
頭臀長(曲線)                         
頭囲(眉上隆起上部)                         
頭長(顎先端から頭頂まで)                         
眉上隆起幅                         
胸囲(乳頭位)                         
腹囲(臍位)                         
左腕：肩－肘：                         

     肘－手首：                         
     手首－中指先端：                         
     母指：                         

右腕：肩－肘：                         
     肘－手首：                         
     手首－中指先端：                         
     母指：                         

左脚：腰－膝：                         
     膝－足首：                         
     足首－母趾先端：                         
     踵－母趾先端：                         

母趾：                         
右足：腰－膝：                         

     膝－足首：                         
     足首－母趾先端：                         
     踵－母趾先端：                         

母趾：                         
 
補助診断(実施した場合にチェックし、できれば結果も記入する。保存場所や送付先も記入する。) 

培養： 
   細菌： 
   真菌： 
   ウイルス： 

心血： 
   血清： 
   濾紙血： 

寄生虫： 
   糞便： 
   直接塗抹： 
   寄生虫： 
  10％ホルマリン固定組織(組織または上記以外の病変部位)： 
  EM 固定組織：          凍結組織：                

スタンプ標本：                                              
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所見(肉眼所見に対する意見)： 
 
 
サル類の剖検 
組織の採集 

10％中性緩衝ホルマリンで固定用の組織は、ホルマリンがしっかり浸透できるよう厚さ 0.5cm 以下にする。

最初は、組織の 10 倍量の固定液を使用して固定する。開始 24 時間は組織を撹拌させ、お互いがくっついて

固定が阻害されるのを防ぐ。組織が一旦固定されば、運搬用の小型の容器に移すことができる。 
 
標本のラベリング 

組織片が小さい場合や識別しにくい場合(個々のリンパ節など)は、小型容器や包埋袋に入れるか、ティッシュ

ペーパーに鉛筆か消えないインクで標識をつけ、包んで固定する。もしくは、腕神経叢がついた腋窩や皮膚

つきの鼠径、気管支がついた気管支腺など、リンパ節が識別しやすい組織をつけた状態で採取するのも良い。

中空臓器や皮膚の切片は、紙の上に平らに広げ(漿膜側を下にする)、ホルマリンに入れる前に紙の切れ端と瞬

間接着することができる。その紙には、組織の由来を記載しておく。ホルマリン容器には、動物名や登録番

号、年齢、性別、日付、場所、剖検者の名前を記載しておく。 
 

組織の保管 
皮膚から、病変のない部分を最低一片、乳頭、乳腺、臭腺、病変部、皮下部、外部寄生虫を採取する。 
小型種では腋窩や鼠径リンパ節をすべて、大型霊長類ではリンパ節門部を横切開して採取する。 
下顎腺はリンパ節をつけて、耳下腺は耳道をつけて切断する。 
甲状腺は、小型霊長類では喉頭に付けたまま舌基部、咽頭、食道をまとめて保存する。大型霊長類では副甲

状腺と一緒になるように横方向に切開する。 
気管、食道、喉頭嚢をひとかたまりで保存する。 
頸部リンパ節を横切開するか、小さい場合はそのまま保存する。 
胸骨分節を１つ、骨髄採取用に保存する。胸骨を切断し、スタンプ標本を作り風乾させ、組織像観察用とす

る。 
胸腺や心膜は、心臓前面で垂直に採取する。 
心臓：切開後、切断する前に重さを測り、計測する。固定の場合は、大型種は弁と心房を残したまま左心室

と右心室を縦切開し、小型種は心臓全体を開き、血餅を取り除く。さらに小型種の場合は、心尖部を切断し、

丸ごと固定する。 
肺：できれば、清潔な緩衝ホルマリンを気管支にわずかに圧力をかけながら注入し、少なくとも片葉を膨ら

ませる。両側から最低一葉、できれば全葉からのサンプルを固定する。小型の動物種では、灌流し病原体を

採取した後、丸ごと“臓器”を固定する。 
消化管：消化管は次の各部位を採取する。胃噴門部、底部、幽門部(コロブスでは前胃、胃、管状胃、幽門)。
膵臓がついた状態で胆管近辺の十二指腸。空腸の近位、中央、遠位。回腸。リンパ節を含む回腸と盲腸の接

合部。結腸と虫垂突起(類人猿)。上行、横行、下行結腸。腸管は粘膜があらわになるよう切開し、漿膜面を紙

に貼り付けホルマリンに浸漬する。もしくは、切開していない腸管にホルマリンを静かに注入する。 
肝臓：少なくとも 2 葉から切片を採取し、片方には胆嚢と胆管を含むようにする。 
脾臓：脾臓が鬱血している場合は、脾臓をとても薄く切る。ホルマリンは血液の多い組織ほど浸透しない。 
腸間膜(空腸)リンパ節：横切開する。結腸リンパ節は結腸側に残す。 
腎臓：それぞれの腎臓から切片を採取する。識別しやすいよう左は縦切開し、右は横切開する(か、ラベルを

付ける)。切片には、皮膜から腎盂まで含まれるようにする。 
副腎：小さな副腎は丸ごと、大きい場合は一部を(左は縦切開し、右は横切開)採取する。非常に柔らかい臓器

なので押しつぶさないよう、良く切れるナイフか新品のメスを使用する。 
膀胱：底部と膀胱三角を含めて採取する。新生児では円索(臍動脈)を含める。 
オスの生殖腺と副生殖腺：尿道、精嚢腺がついた状態で前立腺を採取する。精巣部位は横切開する。精子を

回収するため、剖検前に精巣が採取されている場合は、生殖腺を操作する前に小片を採取するようにする。 
メスの生殖器：小型から中型の霊長類では、外陰部、膣、頸管、子宮、卵巣を一緒に固定する(ホルマリン浸

透をよくするために縦スリットを入れておく)。直腸や膀胱(切開したもの)が一緒でも良い。より大型の種で

は、全長にわたって縦に切開を加えておく。大型類人猿では、各部位と卵巣それぞれに横切開を入れる(もし

その個体がデータベースに登録されている場合は、避妊諮問委員会の生殖器の手順書を参照する)。 
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妊娠メス：胎盤と胎児の重さと大きさを測定する。胎児の剖検をおこなう。胎盤の中心部と辺縁部、および

胎膜から切片を採取する。胎児の主要臓器と組織から切片を採取する(胎児の手順書を参照する)。 
神経系：脳は全体を固定する。もし容器より大きすぎる場合は、縦に 2 分割する(推奨)か、中脳で横切開する。

病変確認のために厚さ 0.5～1.0 ㎝に横方向に(冠状に)切断する前に、最低 1 週間は固定した方が良い。可能

なら脳全体を渡して病理医に切断を任せるか、延髄、橋と小脳、中脳、視床と視床下部、前前頭、前頭、頭

頂、海馬を含む後頭皮質、脈絡叢を含む側脳室を切り分けて提出する(注：大型類人猿脳プロジェクトに脳を

提供する場合、切除は限定的な方が良い)。 
脳下垂体と松果体：脳下垂体は全体を固定する。小さい場合は、固定用袋に入れる。松果体を識別できる場

合は、全体を固定する。三叉神経節も切除し固定する。 
脊髄：臨床症状から必要と思われる場合は、全体をそのまま保存するか、解剖学的髄節(頸髄や前胸部など)
に分ける(腰髄がどの腰椎まで伸びているかを確認する)。 
骨髄：大腿骨を割るかノコギリで切断して、骨髄を長軸方向に縦に採取する。骨髄の横断面全体もしくは一

部を固定する。 
その他の固定のための採取：すべての病変を採取し、説明が必要な場合は固定用袋に入れる。 
 

注意：病変や詳細を採り忘れてしまうよりは、“採りすぎる”方が良い。 
 
 
■大型類人猿(および心疾患を持つ他の霊長類)の心臓検査 
 
剖出前の検査 
 位置、心外膜液の貯留、癒着の確認。存在する場合は、培養と液分析のために採取する。 
“切り出し”による心臓および胸部大動脈の採取 
 再度、心臓を検査する。動脈管索の開存を確認する。大血管の位置を確認する。血栓を見るため肺動脈を

開く。 
 心臓と大動脈を、切り出した残りの臓器から切り出す。心冠部の脂肪沈着を調べる。外観、特に冠血管の

外観を調べる。心房の充填程度や硬直状態(死亡時に拡張期か収縮期か)、一般的形態(心尖部が正常に尖って

いるか)に注意する。 
計測は、心尖から心房の上端まで。周囲長の測定は、心基部(冠状溝周囲)。 
心臓の切開： 
 右心耳の先端から開始し、心房を冠状溝に沿って大静脈に至るまで切り開く。血餅を取り除き、房室弁を

確認する。右心室を中隔の尾側に沿って切開し、前方側の心尖部に回り込むように、肺動脈の外側まで切り

開く。死後の血餅は取り除き、内膜表面を調べる。 
 左心房は、左心耳から開始し、肺静脈の外側に至るまで切り開く。血餅を取り除き、弁を調べる。左心室

は、右心室と同様、尾側から中隔に沿って切り開く。前方側に達したら、内腔をきれいにし、大動脈の流出

路を確認する。心臓の前面を切り進めて大動脈に進み、肺動脈と冠状溝の間を慎重に切る。胸部大動脈の全

長を切り開く。 
 死後の血餅をすべて取り除く。内部構造や弁を観察しやすくするため、冷水や希釈ホルマリンで心臓をや

さしく洗ってもよい。胸部大動脈は、腕頭動脈の真後ろで心臓と切断する。内膜と外膜を調査し、大動脈の

切片をホルマリンに保存する。肺静脈と大静脈は、心臓近くで切断する。 
心臓の計測と記録 
 左右心室の自由壁と心室中隔の厚さを測る(左室側では、乳頭筋を入れて直接測らないようにする)。柔ら

かいメジャーを使って(もしくは、紐を使い、それを定規に当てて測って)、左右の房室弁、大動脈弁、肺動

脈弁の周囲長を計測する。 
組織検査用サンプル採取 
 採取する部位は以下の通り。 
  左右心室の房室弁と心房の縦断面の切片 
  冠状血管を付けた左右心室の心筋の切片。乳頭筋の切片。 
  房室弁輪部の心室中隔(刺激伝導系の部位)の切片。 
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心臓全体の固定は、可能なら全体を 10％中性緩衝ホルマリンに漬け、心臓病理専門家の検査に用いる。 
 
他の血管部分： 

腹部大動脈、腸骨動脈、膝窩動脈(ヒトで動脈瘤が頻繁に起こる部位)を必ず検査する。繊維性プラーク

や脂肪線条、アテローム斑の位置と程度、石灰化や血栓の有無を記録する(病変の位置を模式図で示すと

良い)。 
 
 
胎児や新生児の剖検 
 
 胎児の外部検査： 
  胎児の体重測定と身体測定。 
  胎盤の重量測定と計測。臍帯の長さと胎盤上の血管の走行を記録する。被毛の有無、死体の新鮮度(もし

母親も死亡したなら、母親と腐敗度が一致するか)、胎便の汚染(羊水混濁)が見られるかを記録する。 
 胎児の内部検査： 
  一般的な霊長類の剖検手順に従う。 
  動脈管や卵円孔の有無を必ず確認する。肺の含気と拡張程度についても記録する。 
  歯の状態と歯の萌出について記録する。 
  臍帯動脈と静脈を確認し、炎症の有無について確認する。組織検査用に、臍帯と膀胱の円靱帯(臍帯動脈)

を保存する。 
  成長板(肋骨軟骨接合部や遠位大腿骨など)をホルマリンで保存する。 
 培養： 
  できるだけ、以下の多くを採取する。胃の内容物や粘膜スワブ、肺、脾臓、肝臓、胎盤、胎盤以外の粘

膜。できれば好気培養、嫌気培養の両方を実施する。 
 
 
オランウータンおよびその他の霊長類の喉頭嚢の剖検 
  瘻管の兆候や傷がないか、喉頭嚢の皮膚全体を検査する。皮膚の厚さや、喉頭嚢を覆う脂肪や筋肉の有

無を記録する。 
  前方から皮膚にメスを入れ、喉頭嚢を切開する。 
  喉頭嚢の内面の色や質感を記録する。 
  浸出物の有無を記録する。 
  結合組織によって区画化されていないか、憩室がないかを記録する。 
  喉頭嚢の範囲(鎖骨から腋窩までなど)を記録する。 
  喉頭から喉頭嚢に至るまでの開口部を確認し、詳細を記録する(単一の線状開口部、二つの卵円形の開口

部など)。浸出物もすべて記録する。 
  喉頭内の開口部の位置や大きさ、形状を記録する(側方嚢から、喉頭蓋の基部を中心に、など)。喉頭と

喉頭嚢を結ぶすべての接続路の長さを記録し、探触子を使って喉頭内から喉頭嚢へと調べる。 
 培養： 
  喉頭嚢の異なる数ヵ所について培養する(正常細菌叢について、そして感染が“均一”なのか、それとも

区分化されているのかを決定するためのデータを必要としている)。 
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付録 H：チンパンジー用エンリッチメント例 
 

推奨エンリッチメント表 
 
分類A – 匂いやスパイス  分類B – 餌の与え方  
オールスパイス ミント  調理した果物 
バジル ナツメグ  調理した野菜 
ローリエ タマネギ  角切り果物 
イヌハッカ オレガノ  角切り野菜 
チャイブ コショウ  ドライフルーツ 
コリアンダー ローズマリー  乾燥野菜 
シナモン  セージ  水に浮かべた餌  
柑橘類の皮  タバスコ  氷に閉じ込めた餌  
クローブ  紅茶 凍結果実  
ディル タイム  凍結野菜  
希釈したエッセンシャルオイル  すりつぶした餌  
抽出エキス マッシュポテト  
フェンネル(ウイキョウ) 裏ごしした餌  
ニンニク 丸ごとの果物  
獲物の匂い  丸ごとの野菜  
ラベンダー 枝に串刺し  
  
分類C – 餌の種類  分類D – 枝葉  
氷菓 ハンノキ ハイビスカス 
無糖粉末ジュース (氷菓作り用)  ザイフリボク シナノキ 
無糖ゼリー  リンゴ クワ 
リンゴソース(記載量を参照)  ニオイヒバ ナシ 
無糖ジャム (記載量を参照)   アスペン ポプラ 
レーズン (記載量を参照) タケ ラズベリー 
凍結ブルーベリー (記載量を参照) クロイチゴ  アメリカハナズオウ 
シリアル無糖 (記載量を参照) トネリコバカエデ  バラ 
パスタ (記載量を参照) ハコヤナギ ウラジロサトウカエデ 
ポップコーン (記載量を参照) ハナミズキ セッコウボク 
米 (記載量を参照)   ニレ  トウカエデ 
オートミール (記載量を参照)   イチジク ヤナギ 
はちみつ (月1-2回 ,各個体大さじ1杯)  ブドウの蔓  LPZウェブ「枝葉表」を参照 
ピーナツバター (月1-2回, 各個体大さじ1杯)  乾燥した牧草   
ピーナッツ (各個体10個)  エノキ  
ヒマワリの種 (各個体大さじ1杯)  サンザシ  
コオロギ (各個体10匹)  
ワックスワーム (各個体10匹)  
ミールワーム (各個体10匹)  
  
分類E – 容器  分類F – 施設に取り付ける 
ホースやスプリンクラーから水を流す  竹製風鈴を吊るす 
アリ塚 (研究時間以外で)  黒ゴム管を吊り下げる 
紙袋に入れた餌  ブーマーボールをぶら下げる  
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枝葉に埋める  貨物網で吊るす  
床材に埋める  15ガロン樽を吊るす*  
麻袋に入れる (麻袋を食べないようにする)  30ガロン樽を吊るす*  
ひょうたんに入れる 55ガロン樽を吊るす* 
パズル餌箱に入れる  ハンモックを吊るす*  
大きな葉や枝葉でくるむ  木枠を吊るす* 
かごに入れる* ロープを吊るす* 
子ども用玩具* (食べないようにする)  糸巻きを吊るす* 
泡 (化学物質など安全なもの) *  タイヤを吊るす*  
クレオラチョーク& クレヨン(チンパンジーの
み) *  

(吊るすものは巻き込みを防いで安全に使う)  

クレオラ水性フィンガーペイント(チンパンジーのみ) *  
  
分類G – 操作できる物 分類H – 紙類  
黒ゴム浴槽 (食べないようにする)  段ボール箱*  
ブーマーボール ボール紙の筒* (トイレットペーパーの芯以外)  
枝 (無毒なもの)  紙袋*  
ツルで作ったボール (印刷のない茶色の箱や紙袋、筒で、ホチキスやシール、 
ツルで作ったリース テープは、展示場に落ちるので使用していないもの)  
15ガロン樽*  三角に巻いた紙*  
30ガロン樽*  シュレッダーにかけた紙 *  
55ガロン樽*  タウンページ*  
ビニールプール* (食べないようにする)  
子ども用玩具* (食べないようにする)  
糸巻き* (食べないようにする)  
タイヤ* (食べないようにする)  
櫛 * (食べないようにする)  
デッキブラシ* (食べないようにする)  
ヘアブラシ* (食べないようにする)  
歯ブラシ* (食べないようにする)  
玩具のコング(Kong)* (食べないようにする)  
  
分類I – 推奨される敷材  分類O – その他感覚に関するもの 
枝(無毒な物)  音 
刈り取った草  プラスチック製の鏡* (食べないようにする)  
乾草 アルパカの毛(SMRH手順に従い洗浄)  
落ち葉(無毒な物)  脱皮したヘビ皮(SMRH手順に従い洗浄)  
ピートモス(園芸用の土) 毛布* (ジョジョ群でなく) (食べないようにする)  
砂 麻袋(食べないようにする)  
雪 シーツ* (ジョジョ群でなく) (食べないようにする)  
芝 テーブルクロス* (食べないようにする)  
ミズゴケ (展示場では茶色や黄褐色、緑のテーブルクロスを使用)  
麦藁  
表土  
木のかんな屑(無毒な物)  *自然ぽくない物。居室や予備室で使う。居室で使う 
木毛 場合は、A、B、C展示にもっていかないようにする。 
  
分類J – 飼育員が選ぶ    
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付録 I：エンリッチメントカレンダーの例 
 
 

日 月  火 水 木 金 土 

    1   E 2  FかA  3  GかB 
4   D  5   I  6   J  7   H  8   O  9   A  10  B  
11  D  12  C  13  E  14  H  15  FかJ  16 GかC  17  I  
18  D  19  J  20  O  21  H  22  A  23   B  24  C  
25  D  26  E  27 FかA  28  H  29  GかB  30   I  31  J  

 
 
直接観察 
５ 明らかな利用(5分以上＆応答) 
４ 最低限の利用(5分未満) 
３ 見る、接触なし 
２ 逃げる、避ける 
１ 反応なし 

間接観察 
A 明らかに接触 
B 接触(ひっくりかえる、移動している) 
C 接触した形跡がない 
 

 
 

 



付録 J：テレビやコマーシャルに使われる類人猿 

106 
 

付録 J：テレビやコマーシャルに使われる類人猿 
 
 
公式報告書：テレビやコマーシャルに出る類人猿 
AZA 理事会により 2008 年 07 月に承認。 
www.aza.org/white-paper-apes-in-media-and-commercial-performances/ 
 

動物の見せ方に関する方針 
動物園水族館協会(AZA)は、野生動物や自然に対し敬意を抱かせる方法で、素晴らしい動物の飼育や

福祉、保護、教育、研究、展示をするよう専念する。AZA は、常に以下の基本原則に従って動物を飼育

すべきだと考える。 
 
1. 動物と人間の健康や安全、福祉を損なわない。 
2. 教育や重要な保全メッセージを必ず展示に含める。 
3. 飼育する動物それぞれの個体は、社会的、物理的、行動的、そして栄養的必要性に合わせた方法で

飼育し続ける。 
 

テレビやコマーシャルに使われる類人猿 
チンパンジー、ゴリラ、ボノボ、オランウータン、テナガザルなどの類人猿は、知的で繊細、寿命が

長く、社会性の高い動物である。ヒトに最も近い生きる親類であり、魅惑的であり、類人猿の子どもは

磁石にひきつけられるかのような魅力がある。こうした特徴により、コマーシャルや娯楽、広告などに

類人猿が使われてきた。しかし、この人気と魅力は、時に残虐さや危険なことをする性質を隠し、類人

猿はそうした見かけに合わせるよう求められてきた。 
 
この公式報告書は、理由を以下のように簡単にまとめている。 

 
 類人猿を、商業的な娯楽に使わない。 
 公共への展示や説明についての基準を定め、類人猿に対して敬意を表し、生物学や生息地での類

人猿の状態について正確に示す。 
 
論理的根拠 
 
1． 類人猿の子どもは、通常、群れで母親と数年間一緒に過ごすことで、オトナになった時に正常な行

動をするのに不可欠な社会的技術を学ぶ。一方、演技や写真に利用される類人猿は、通常、出生直

後に母親から離されるため、正常な社会的、心理的発達の機会を奪われる。これは、所有者に商用

の利点がいくつかあるためで、こうして離された子どもはかわいくて、数年間はヒトに従順になる。

子どもを奪われた母親は、性周期が再開し、すぐに別の儲かる子どもを産むことになる。 
 
しかし、母親がいない状態でヒトに育てられた類人猿は、青年やオトナになっても社会的、性的技

術が習得できないことが多い。こうした個体は、生涯を通じて正常な群れ社会に適応できず、社会

的、性的孤立に追いやられることで、自傷などの異常行動をするようになる。こうした理由から、

このような個体は保護繁殖計画に関わらせることも難しい。 
 
2． 子どものときは愛らしいが、類人猿は普通、オトナに近づくにつれ強靭な体を持ち、予測不能とな

る。彼らをショーや小道具に使い続けるには、調教師や聴衆に対し危険すぎることになる。そのた

め、類人猿を使う調教師は、コントロールし続けるために餌を与えず、虐待を加え、精神安定剤を

連続して使い、電気ショックを与えたりすることもある。さらに、動物は歯を抜かれるなどして、

できるだけ害を与えないように改変されることもある。このようなチンパンジーが見せる“笑顔”

は、実際には恐れの表情だと良く知られているということにも触れておく必要があるだろう。こう

した体や心に対する影響は、例え類人猿が救出され、きちんと飼育される環境に置かれても、軽減

することは難しい。さらに扱いが難しくなると、類人猿は商業価値を失い、素人調教師とおこなう

路傍の動物ショーや非人道的な場所へ売られることになる。 
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3． ヒトの服を着た類人猿や不自然な行動(ヒトでは自然だが)をさせられている類人猿は、面白いかもし

れないが、生物学や保全状況について不正確に描くものである。保全への取り組みは世論に基づい

ているので、こうした行為は保全を達成するために不可欠なコミュニケーションの土台を壊すもの

である。広告や商業公演などに類人猿を使用することで、類人猿はかわいいペットになるという間

違った結論に人々を導くことになる。 
 

4． 類人猿とヒトは遺伝的にとても似ているので、両方が同じ伝染病に感染しやすい。類人猿と調教師、

観客での緊密で無防備な接触は、すべてのウイルスや細菌、寄生虫感染の危険性がある。 
 
つまり、テレビやコマーシャルに類人猿を使用してはならない。 
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付録 K：行動目録の例 
 
Ross(2009)より  
行動 表記 定義 変更 
接触攻撃 CA 個体間の身体的接触を伴う攻撃行動。レスリング、突撃、掴む、

噛む、引っ掻くなど。毛を逆立てることが多い。 
受け手 

被接触攻撃 RC 上記の行動を受けること。 動作主 
誇示行動 DP 特定の相手に向けられたわけではない攻撃行動。毛を逆立て、

物を叩いたり移動させたり、足を踏み鳴らしたり、ひっぱ叩い

たり、揺れたり、声を出したり、胸を鳴らしたり、走ったりす

る。これらの行動が特定の個体に向けられる場合は、非接触攻

撃(NC)となる。 

なし 

非接触攻撃 NC 特定の個体に直接行う攻撃行動で、身体的接触を伴わない物。

突く、突進、脅しなど。 
受け手 

被非接触攻

撃 
RN 上記の非接触攻撃行動を受けること。 動作主 

服従行動 SB 身を屈める、上下に顔を動かす、逃げる、避ける、恐れの表情、

歯をむき出した悲鳴、パントグラントなどの行動。 
なし 

マウント MT マウンディングする行動やマウンディングされる行動、スラス

ト、マウントされながらのスラストされる、完全な交尾行動な

どが含まれる。動物の腹部と腹部もしくは背中を合わせて、長

時間に及ぶかもしれない。十分な挿入があるかもしれないし、

ないかもしれない。間違った体勢や相手が受け入れを拒否する

ために、交尾が成功しなかった場合も含む。 

受け手 

性検査 SX 他個体や自身での肛門性器付近の、目や口、手での検査。グル

ーミングや糞を手に入れるための肛門チェックと混同しない

ようにする。 

受け手 

被性検査 RX 性検査(上記)を受ける。 動作主 
マスターベ

ーション 
MS 体や物、格子の一部を使って、自分の性器に刺激を与える。性

器のグルーミングや糞を手に入れるための性器の操作と混同

しないようにする。 

なし 

その他性行

動 
OS 上記で名づけられた以外の性行動。性的勧誘やプレゼンティン

グ、臀部の早い擦り付け行動などといった発情時の個体特有の

行動が含まれる。 

受け手 

糞食 CO 糞を意図的に食べる行動。糞は自分もしくは他人の物。 なし 
吐き戻し RR 地面に向け頭を下げ、頭を揺らし、より巧妙な技術を使うなど

の、様々な方法によっておこなわれる意図的な逆流。嘔吐物は

再び食べる前に、口や手、物の上に排出されることもある。 

なし 

飲尿 UR 尿を意図的に飲む行動。尿は自分もしくは他人の物。  
自己毛抜き PK 自分の毛を抜く。それを食べる時もある。 なし 
毛抜き HP 他人の毛を抜く。それを食べる時もある。 動作主 
被毛抜き RP 上記の行動を受ける。 受け手 
特異な身体

運動 
IB 目を突く、体を叩く、耳をふさぐなど、自身の体のある一部を

繰り返し、持続的に操作する行動。 
なし 

特異な動き IM 体を揺らす、頭を振るなど明らかに繰り返される体を繰り返し

持続的に動かす行動。 
なし 

社会的遊び SP ２個体以上でおこなう攻撃的でない交渉。毛を逆立てたり闘争

することなく、プレイフェイスやラフの表情を伴うことがあ

る。乱闘騒ぎ(早くて活発な動き。レスリング、叩き引っ張り、

追いかけ、咬みつく行動。)や静かな遊び(ゆっくりした穏やか

なくすぐり合いや指遊び、足遊びなど)、遊びの誘いなど。 

遊び相手 
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社会的グル

ーミング 
SG 他個体の毛や皮膚をつまみ、手や口でゴミを取り除く。毛抜き

は含まない。 
グルーミング

相手 
グルーミン

グを受ける 
RG グルーミングを受ける(上記参照)。もし、2 個体がお互いにグ

ルーミングする場合は、SGとなる。 
グルーミング

相手 
自己指向性

行動 
SF 自分の毛や皮を引っ張ったり、手や口で傷口を取り除く。毛を

引っ張ったり体をかく行動は含まれない。 
なし 

体をかく SC 皮膚の表面を指の爪で掃く。手を小さく動かすこともあれば、

腕を大きく動かして書く場合もある。 
なし 

1人遊び PA 手や指、つま先などの体の一部を使って静かに遊ぶか、遊ぶ目

的で物を操作する。遊んでいる動きをしながら、物を投げたり

持ったり、身に着けたり、運んだり、咬みつくなどの接触ある

動きをする。騒々しい場合もあれば、静かな場合もある。時に

は、ぶら下がったり懸垂したり、跳躍、宙返り、走る、跳ね回

る、くるくる回る、揺れるなどの激しい行動を伴う場合もある。

全身、もしくは特定の体の部位を、活発に動かしたり、回した

りするのが特徴である。 

なし 

採食・採餌 FF サル用固形試料やビスケット、果物、野菜、植物、エンリッチ

メントなどの食べ物を手に入れ、操作し、食べる行動。寝具の

中の餌を探す行動や、食べたい餌を探す行動も含まれる。 

なし 

飲む DK 水を飲む行動。給水口や地面、滝、貯水池などからの飲むこと

がある。飲尿は含めない。 
なし 

横方向への

移動 
HL 歩いたり走ったり、はいはいなどして横方向に場所を動くこ

と。体長以上の距離の変化を指す。 
なし 

縦方向への

移動 
VL 登ったり滑ったり飛んだりして縦方向に場所を動くこと。対向

以上の距離の変化を指す。 
なし 

物の操作や

検査 
OE 様々な物を視覚的に調べたり、操作したりする。修飾子は操作

の形態や機能の説明に選ぶ。 

 釣り(開口部から道具を使い調べる) 

 ハンマー打ち(固形物を使って他の固形物を叩く) 

 食べ物(食べられれない食べ物を操作し、検査する) 

 枝葉(枝や乾草、麦藁、腐葉土、小枝などを操作したり検

査する。釣りやベッド作りの文脈は含まない) 

 環境(壁やガラス、木、格子など、物理的な環境を操作し

たり探索したりする) 

 ベッド(ベッドを作ったり改善したするために使われる物

質の操作) 

 エンリッチメント(環境に追加された明らかなエンリッチ

メント物品の操作。箱や玩具など。餌は含まない。) 

 動物(リスやウサギなど生死に関係なく動物を操作したり

検査する) 

食べ物の操作は、食べ物が完全に消化させる場合以外は採

餌・採食(FF)でカウントする(食べないバナナの皮など)。拾っ

たり、押したり、調べたり、つまみあげたり、なめたり、ひっ

かいたり、引っ張ったり、引き裂いたり、振ったりする行動。 

物 

幼児の不適

切な取り扱

い 

IA 足で子どもを引きずるなど、乱暴で不適当な行動で子どもを扱

う。対象は子供の母親である必要はない。この行動は、野生で

は非攻撃行動、さもなければ子どもに対しての接触的攻撃にカ

ウントする。 

取り扱われる

個体 

他個体を運

ぶ 
CR 他個体の総重量を担い、移動する。静止している個体は運んで

いると認めない。他個体を地面の上に完全に奥までは、他個体

を背中や頭、脇などの体の一部分につけて運ぶ。 

運ばれる個体 
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移動させる BC 他個体を地面から離して、もしくは完全に持ち上げて移動させ

る。 
運ぶ個体 

哺育 NU 子どもを胸に抱き、子どもが吸い付くのを許す。 なし 
授乳 SU 母親の乳首に口をあて、母乳を飲む。 なし 
飼育エリア

への関心 
AK 飼育エリアをじっと見つめる。3 秒以上のことが多い。個体は

境界の 1m以内にいる。 
なし 

来園者エリ

アへの関心 
AP 来園者をじっと見つめる。3 秒以上のことが多い。来園者との

間の鏡や柵の 1m 以内にいる。飼育員や職員は来園者エリアに

いて興味の対象となっている場合は、この行動でカウントす

る。 

なし 

展示場への

関心 
AE 屋内談話室から屋外放飼場を眺めるなど、展示場空間へ直接視

線を送る。 
なし 

不活発 IN 個体が動かず、表の他の行動もしていない場合。目は開いてい

る場合も閉じている場合もある。 
なし 

視野外 OV 視覚的に遮られて個体の行動を識別できない場合。 なし 
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