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約

母子分離は心身の健全な発達を妨げることが知られてきた。特に大型類人猿など、成育期間が長く幼
少期の母子の結びつきが強い動物種においては影響が大きい。実際に人工保育されたチンパンジーは交
尾や子育て行動が適切に発現できない、社会行動が変容するなど一生を通じた影響がみられる。そのた
め動物福祉・保全の観点から、不必要な人工保育は避けるべきである。またたとえ人工保育をおこなっ
たとしても、できる限り早く群れに戻すことが必要であり、そうした事例が蓄積されている。しかしエ
ンターテイメントショーには母子分離や人工保育を助長しやすい問題点が存在し、さらに動物の正しい
理解が伝わらない問題点が指摘されている。今後、科学的な知見をもとにしたチンパンジーに適した飼
育管理を推進するためには、人工保育やその後の群れ復帰などに関する基準の議論や施設間が連携して
問題解決にあたれるような体制づくりなどが重要である。
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2015 年 9 月にとある施設で誕生したチンパン
ジー (Pan troglodytes) の赤ん坊（離乳前の個体）
が人工保育で育てられることとなった。母子分離
の一部の過程やその後の人工保育の様子がテレビ
番組で放映され、またそれから半年以上たった
2016 年 4 月現在でも当該施設におけるエンター
テイメントショーでの写真撮影に赤ん坊が用いら
れている。こうした事例に対して、2015 年 11 月
にアフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援
す る 集 い（SAGA: Support for African / Asian
Great Apes) がホームページ上に批判声明を掲載
し た (Support for African / Asian Great Apes,
2015)。動物の倫理的な取扱いや絶滅危惧種の保
全に関心の高まる現代において、エンターテイメ
ントショーや科学的な知見に基づいた人工保育の
基準に関する議論がますます重要になると考えら
れる。また過去数十年の間にチンパンジーの行動・
生態・認知に関する知識が蓄積され、それととも
に人工保育や飼育方法に関する考え方も大きく変
わっている。こうした背景のもと今後日本のチン
パンジーにおける種に適した飼育管理を進めるた
めの議論を深める土台を作るため、本論文では、

母子分離が赤ん坊と母親のその後にもたらす影響
についての知見を概説したあとに、現在のチンパ
ンジーの人工保育や群れ復帰の取組例、さらにエ
ンターテイメントショーや人工保育の判断基準な
どにおける現在の問題点を整理する。なお本論文
では一貫して「人工保育」という用語を用いる。
動物園業界では「人工哺育」という漢字が用いら
れることが多いが、動物における子育てには授乳
を通した栄養補給だけでなく情緒面や行動面など
多面的な育ちを促すものであることからより幅広
い意味を包含する「保育」という言葉を使用する。
母子分離が母子の心理と行動に与える影響
過去、幼少期の飼養環境が成熟後の行動にもた
らす影響についてさまざまな動物種を対象とした
研究がおこなわれてきた。げっ歯類やマカクザル
類などの実験動物の研究からは、離乳前に母親か
ら分離されることやそのストレスにより、ストレ
スに対する耐性が弱くなることや、認知能力の低
下、異常行動、不安行動の増加、成長の遅れなど
が示されてきた (e.g. Fumagalli ら，2007; Kikusui
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と Mori, 2009; Feng ら，2011; Conti ら，2012;
Marco ら，2015)。こうしたメカニズムは主にげっ
歯類の研究で調べられている。たとえば発達期の
脳は外界のさまざまな刺激によって影響を受けや
すいが、母親から受ける接触行動などは外界から
のストレスを緩和する作用があるといわれてい
る。また、母親から世話を受けることは脳内のグ
ルココルチコイド等の受容体の量やその発現にも
影響を与えるため一生にわたる変化にもつなが
る (Gunnar と Quevedo, 2007; Meaney, 2001)。ま
た社会行動などの行動習得にも影響が知られてい
る。たとえば乳児期に隔離されたアカゲザルは、
その後出合う同種他個体からの社会的なシグナル
に応じて、適切な繁殖に関連した行動や社会行動
を表出しなくなる。(e.g. Scott, 1962; Harlow ら，
1971)。さらにラットなどでも母子分離されたメ
スは成熟後、遺伝的な側面からは説明できない
育児行動の変容がみられることが報告されてい
る (Kikusui と Mori, 2009)。このように母子分離
は哺乳類の発達に大きな影響をもたらし、種をま
たいだ共通性も多い。しかしその影響の程度には
種による違いがあり、ヒトを含めた霊長類など成
長が遅く、後天的な学習により習得する行動の
多い種には影響がより顕著である (Maestripieri,
1999; 黒田，2004)。
ヒト科の動物の特徴のひとつに相対脳容量が大
きく、成長速度が遅いことがあげられる。野生
のチンパンジーは離乳までに 4 － 5 年間かかる
(Matsumoto と Hayaki, 2015)。ボノボやゴリラも
4 年ほどだが、オランウータンはその期間が大型
類人猿の中でもっとも長く 6 － 7 年ほどかかると
言われている (Stoinski ら，2013; Van Noordwijk
ら，2013)。チンパンジーの赤ん坊は生まれた直
後は母親と 24 時間行動をともにし、授乳や体温
保持、心身の保護など母親に依存する (Rogers と
Davenport, 1970)。数か月たち自分で動き回れる
ようになった後も母親の近くで活動をおこない、
離乳するまで夜は同じベッドで寝るなど、母子
は密な関係を築く (Matsumoto と Hayaki, 2015)。
そうした母子の関係性は離乳した後も続く。タン
ザニアのマハレ山塊国立公園の野生チンパンジー
を対象におこなわれた最近の研究から、たとえ離
乳後であっても母親を失ったオス個体は予測され
るよりも早く死ぬ傾向にあると報告されている
(Nakamura ら , 2014)。
チンパンジーはこうした特に長い幼少期に母親
から心身ともに保護を受けることに加え、母親や
他の個体からの社会学習や試行錯誤を経て時間
をかけて種特有のさまざまな行動を身に付ける
(Matsuzawa ら，2006; Matsuzawa ら，2011)。 そ
のため、成育歴や経験によって、育児行動や交尾
行動、社会行動などの発現が大きく異なること
が古くから知られてきた (Rogers と Davenport,

Fig.1: A mother chimpanzee holding her infant
(center), a nulliparous female trying to touch
the infant (right) and a father observing the
infant (left). This photo was taken by the first
author.

1969, 1970; Riesen, 1971)。たとえば、人間の手
によって育てられたチンパンジーは、交尾ができ
なかったり、生まれた赤ん坊を放棄してしまう
ことがたびたび報告されている。King と Mellen
(1994) は、アメリカの動物園の血統登録書とそ
れを作るためのアンケート調査から、生後 3 年
間を 1 個体のみで過ごした人工保育個体のうち
交尾行動ができる個体は 30％に過ぎず、同世
代の仲間と暮らす人工保育では 53.9%、少なく
とも 1 個体のおとな（成熟個体）と暮らした場
合には 89.6％だったと報告している。Abello と
Colell (2006) がおこなった調査では、216 個体の
チンパンジーを対象としておこなったアンケー
ト調査から母親に育てられた個体の約 7 割が次
世代の赤ん坊を自ら育てられるようになるのに
対して、人工保育では約 3 割であった。母親に
保育されることに加えてほかの母親たちの育児
を見たり手伝ったりする経験が、自らの子育て
の成功に影響することも報告されている (Fig. 1;
Hannah と Brotman, 1990; King と Mellen, 1994;
Abello と Colell, 2006;)。さらに霊長類において
母親の子育てスタイルが次世代に引き継がれて
いることが報告されており (e.g. Berman, 1990;
Maestripieri, 1999)、母子分離の影響は世代を超
えて続いていく可能性も大きい。他にも、母子分
離は、おとなになってからの社会関係の築き方に
影響することや異常行動の発現やストレス耐性
の低下につながることなども知られている (e.g.
Rogers と Davenport, 1969; Maki ら，1993; Nash
ら，1999; Kalcher ら，2013; Freeman と Ross,
2014; Kalcher-Sommersguter ら，2015)。 また、
道具使用行動やベッド作り行動などの種特異的な
行動も、幼少期に母親や周りの個体から社会的
な学習を経て習得される (Fig. 2； Biro ら，2003;
Hirata と Celli, 2003; Videan, 2006)。こうした
種特異的な行動の中には、ある程度おとなになっ
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Fig.2: An infant chimpanzee watching an adult
performing tool-using behavior. This photo was
taken by the first author.

Fig.3: A mother chimpanzee breastfeeding her
infant. This photo was taken by the first author.

てからでも回復可能な場合もあるが、特に複雑な
坊を数日から数週間にわたり運搬したり、グルー
行動パターンの中には幼少期の特定の期間（敏感
ミングをするなど世話をする行動が報告されてい
期もしくは臨界期）にしか習得ができないものが
る (Sugiyama ら，2009; Biro ら，2010; Hanamura
多く、おとなになってからでは間に合わないもの
ら，2015)。事例は少ないものの、過去マハレの
が多い (Knudsen, 2004)。逆に、過去の異常行動
野生チンパンジーにおいて赤ん坊を失った母親が
などの研究から幼少期に習得した行動は、増減
落ち込んだ症状を示していた事例や、呼吸器系疾
することはあってもなくなることはないことが
患が流行した時期に赤ん坊を失った母親が頻繁に
知られている (Swaisgood と Shepherdson, 2007;
フーコール（チンパンジーが仲間を見失ったとき
Yamanashi, 2013)。さらに幼少期に人間に囲まれ
や不安なときに発生する音声）を発していたこと
て育つことで、人間や人工物を好むようになるこ
なども報告されている (Hanamura ら，2015)。
とも示されている (Tanaka, 2003; 平田，2010)。
また母子分離をすることは、母親にとっても子
こうしたことから幼少期に同種の母親との間に形
育ての学習の機会を奪う可能性もある。初産で不
成される強い愛着関係や、周囲の個体との関係性
慣れな母親の場合には赤ん坊を持つことはできて
から育まれるさまざまな行動・能力・好みなどが、 も、下腹部や背中に抱きかかえるなど赤ん坊の位
動物の一生や個体群の維持を支える基盤になると
置が正常でないことも多く、授乳がスムーズにお
いえる。そのため、生後間もなく母子分離を経験
こなえるようになるまでに数日かかることもある
した場合、成熟後に群れの中で生きていくのにさ （熊﨑ら，2005; 友永，
2011）。Bloomsmith ら (2003)
まざまな困難を抱えることが多い。さらに、7 －
は、初産の母親の出産直後の行動を分析したとこ
8 歳以降、思春期を迎えたチンパンジーの行動は
ろ、適切な育児をおこなう母親の赤ん坊は日を追
大きく変わるため (Bloomsmith ら，1994)、身体的・
うにつれ悲鳴をあげる頻度が減少していったのに
精神的なニーズを満たしながら、人間がチンパン
対し、結果的に人工保育になった赤ん坊にはその
ジーをペットのように同じ空間で安全に飼育する
ような傾向がみられなかったことを報告してい
ことは非常に困難である（落合 - 大平ら，2006)。 る。Bloomsmith ら (2003) は日を追うにつれ、母
こうしたことから、母子分離を経たチンパンジー
親が赤ん坊の要求に適切に応えられるようになっ
が時に単独での生活を余儀なくされていることも
たからではないかと考察している。また、授乳量
ある。
は赤ん坊に吸われることで生後数日のうちに増
一方、母子分離が母親の側にもたらす影響には
加していく (Neville ら，1988; Neville と Morton,
以下のことが報告されている。正常な子育てがで
2001)。このように行動・生理ともに授乳が安定
きる母親は、出産時に赤ん坊が産道から出てくる
するまでにも数日かかることもあることから、母
と、手で受け止める。その後、赤ん坊が乳首を吸
親が適切な育児行動をおこなうために試行錯誤す
える正常な位置で抱きかかえると赤ん坊が乳を
る間を待つ必要があるかもしれない。さらに飼育
飲めるようになり、授乳へと移行する（Fig. 3）。 下では育児を経験することで次の赤ん坊を産んだ
適切な子育てができる母親は、生まれた直後の赤
際の行動が改善する可能性を示唆するデータがあ
ん坊をずっと保持している。そのため正常な育児
る。Rogers と Davenport (1970) はヤーキス霊長
がおこなわれている場合、赤ん坊を母親から分離
類研究センターのチンパンジー 33 個体による育
すること自体が難しい。赤ん坊が死んだとしても、 児 103 例について分析をおこない、初産では育
チンパンジーやその他霊長類において死んだ赤ん
児放棄をしていた母親でも、育児経験が増えるに
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Individuals with a major role in the care of reintroduced infants ("Reintroduced individuals") were divided into: biological mothers, and other protectors.
There were two categories of protectors: individuals protecting the infant over the long-term, including during the night (surrogates); and individuals
who form stronger bonds with the infant than other group members and carry and protect the infant during the daytime, but for shorter durations than
surrogates (allo-mothering). "Duration of HR" indicates the number of days of hand-rearing necessary until the infant was able to spend 24 hr with at least
one adult conspecific. "Start of reintroduction" indicates the day when the infants were first reintroduced to their mother, or other conspecifics, through
mesh or in the same room as a human. "End of reintroduction" indicates the number of days taken to be successfully co-housed with all other group
members, including adult males. "Nutritional help" indicates whether humans supplemented milk to provide additional nutrition following reintroduction
into the social group.

Table 1: Cases of reintroduction of hand-reared (HR) great ape infants to their social group, occurring after the year 2000
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したがって生まれた直後から赤ん坊を抱くなどの
行動がみられるようになったことを報告してい
る。より最近の研究で、Abello と Colell (2006)
は飼育下大型類人猿の子育て行動に影響する要因
を検討するためにアンケート調査をおこなった。
その中で、チンパンジーの赤ん坊が母親によって
育てられることが、母親が初産だった場合よりも
すでに出産経験があった場合に多いと報告してい
る。このことから過去の育児経験が子育てを促進
している可能性が示唆されるが、一方で育児がで
きる個体を優先的に繁殖させているというバイア
スも反映されているのかもしれない。このあたり
に関する文献はまだ少ないためさらなる事例の蓄
積が求められる。事例としてはすでに日本でも第
一子目の子育てに人間の補助を必要としたチンパ
ンジーが第二子目には子育てが自らできるように
なった例もいくつか存在している（私信）。
以上のように過去の研究・飼育事例より、母子
分離および人工保育は、母子ともに甚大な影響を
与えることが示唆される。幼少期は動物の行動・
情緒・好みなどの形成にもっとも重要な時期であ
ることから、動物の一生、さらに動物の次の世代
にもまたがる影響を及ぼす可能性もある。チンパ
ンジーは同じ種であるチンパンジーからしか学習
できないものが多い。種特有の育児行動が促せる
ような環境を長期的に提供することが何よりも重
要である。

回育児拒否をして、子育てをおこなわなかった
チンパンジーが新たに生んだ赤ん坊に対して生
後 20 日ほどで適切な育児行動をおこなうように
なった例も報告されている（松沢ら，2003）。育
児は母親からの自発的な行動だけでなく、赤ん坊
からの働きかけによっても促される。このように
一度は育児放棄をした母親であっても、時間をか
けることで育児ができるようになることもある。
ただし実母の受け入れが不可能な場合には時に、
遺伝的な母親ではない個体が代理母となり、こど
もを保護する役割を果たしたことで再導入がおこ
なわれた例もある (Table 1: 木岡ら，2011)。群れ
での攻撃などによる怪我や死亡のリスクを減らす
ためには、赤ん坊を保護する個体の存在は重要で
ある。そのため代理母に預ける取組は海外でもお
こなわれており、時に適切な代理母となりうる個
体がいる別の施設に赤ん坊を移動して導入を試み
ることもある (AZA Ape Taxon Advisory Group,
2010; Thunström ら，2012)。Table1 によると近
年の人工保育の原因はほとんどが育児放棄であっ
た。まれに育児放棄が生後 41 日目でおこった例
や 1 － 2 産目時には育児をおこなったにもかか
わらず 3 産目には育児放棄をした例も記載されて
いた。チンパンジーの赤ん坊は 24 時間母親と一
緒にいることから、人工保育中には毎日 24 時間
かけてのケアをおこなうこともあった (Bashaw,
2010; 平田，2010)。すべての例において人工保
育になったとしてもメッシュ越しまたは人間が母
子と同室をしながら、赤ん坊を母親に見せるなど
の取組は人工保育開始直後から開始している。母
親もしくは代理母に 24 時間預けることができる
ようになるまで、さらに全群れメンバーと同居で
きるようになるまでには飼育施設の状況や群れの
メンバーの性質などにより時間がかかることもあ
るが、顔合わせから短期的な同居、長時間の同居、
群れへの導入と段階的に時間をかけた取組が集中
的におこなわれている。

現代のチンパンジーの人工保育と群れ復帰の取組
こうした過去の知見の蓄積から、現在では人工
保育は母親が育児を放棄したり虐待する場合を除
いては避けられるようになった。やむを得ず人工
保育をおこなうとしてもそれはあくまでも一時的
な措置であり、できる限り早く群れに戻す取組
をおこなうことが人工保育が発達に与えるネガ
ティブな影響を最小化するためには不可欠である
(Bashaw, 2010)。古い時代には、生まれた直後に
人工保育を開始し、保育器などで寝かせたままの
状態であった (Porton と Niebruegge, 2006)。現
在では早期復帰を可能にするために、短期的な人
工保育の間も種特異的な育児行動をできる限り真
似て、母親や同種他個体が見える環境で保育をお
こなうことで、こども（離乳前も含め、未成熟の
個体）と群れメンバーの双方の馴致を促すように
なった (AZA Ape Taxon Advisory Group, 2010)。
Table 1 に日本または海外の動物飼育施設で
2000 年以降におこなわれた大型類人猿の人工保
育と群れ復帰に関する主な事例ついてまとめた。
大型類人猿の早期群れ復帰事例が国内外で報告さ
れている (Table 1: 山内，2014; 長尾ら，2014; 片
野，2015)。母親のチンパンジーに慣れ親しんだ
人間が何度も再導入を試みることにより、過去 2

人工保育と動物福祉・保全
人間が動物と関わるうえで与える苦痛をできる
限り最小化することが動物福祉を考えるうえで重
要である。動物の本来の習性を考慮し適正に飼育
することは、動物の愛護および管理に関する法律
やその基に告示された展示動物の飼養及び保管に
関する基準などでも要請されている（環境省）。
そうした福祉の観点からも、本来の母子関係を保
つことは非常に重要である。分離によって種特有
の発達や育児の機会が奪われ、それに起因する身
体的・心理学的な苦痛が特にこどもでは生涯にわ
たって継続する点で、不必要な母子分離とその継
続は非倫理的であるといえる。
さらにその姿勢は飼育下における絶滅危惧種の
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保全という視点からも不可欠である。現代の動物
園の役割には、娯楽、種の保存、環境教育、調査
研究という 4 つの柱がある (World Association of
Zoos and Aquariums, 2015)。 チンパンジーはワ
シントン条約等で保護されている絶滅危惧種（絶
滅危惧 IB 類）で、野生では生息地の破壊や密猟
などにより個体数が減少し続けている (Oates ら，
2009)。そうした絶滅のおそれのある動物種を飼
育するうえでは、遺伝的な多様性を保った、持続
可能で健全な個体群の維持が重要である（森村
ら，2008）。通常チンパンジーの出産間隔は 4 －
5 年ほどであるが、母子分離をすることで出産間
隔は短くなるので過去には繁殖数を増やすために
あえて分離がおこなわれたこともあった（鵜殿ら，
1999; Porton と Niebruegge, 2006）。しかし上述
したように母子分離をすることで次世代での繁殖
が妨げられることに加えて、その他の種特異的な
行動が失われてしまう。そうなると持続可能な個
体群の維持は不可能であり、また種特異的な行動
が失われることは「種」を保存しているといえな
い。さらに野生のチンパンジーの保全に貢献する
ために動物を飼育するものの役割としては環境教
育もあげられる。しかし種特有の行動を発現でき
なくなることは、動物に関する正しい理解が伝わ
らない可能性が考えられるため環境教育の観点か
らも問題があるだろう。さらに飼育動物を対象と
した研究をおこなううえで、動物種に関する科学
的な知見を得るためには、研究対象となる動物に
種本来の性質が維持されていることが重要である
と近年では考えられることが多い (Clark, 2011)。
上記のことから不必要な母子分離は、非倫理的で
あると同時に、絶滅危惧種の保全・研究をおこな
う土台を崩すことにもなる。このように動物福祉・
保全の両方の観点から人工保育は避ける方向に世
界の動物園で動いている。

－ 8 歳のこどもであると述べている。ほとんど
が野生から赤ん坊のときに導入されるか人工保育
で育てられたチンパンジーであった。日本国内
の大型類人猿の個体情報についてまとめた大型
類人猿情報ネットワーク (Great Ape Information
Network) のウェブサイトから情報を抽出したと
こ ろ、2016 年 3 月 現 在 で 国 内 で 生 存 し て い る
319 個体のうち、40 個体が過去になんらかのエ
ンターテイメントショーにかかわっていたという
記載があった。うち野生導入個体もしくは離乳
前の時期（4 歳以前）に母親から離された個体が
75% を占めており、22.5% が由来不明、2.5% は
離乳時期の直後に別の施設に移され、その後エン
ターテイメントショーにかかわっていた。その理
由は母親と強い愛着関係を結ぶ幼い時期には人間
に対する愛着も形成しやすく、さらに発達期は行
動学習が進みやすいため、こうしたショーをお
こなう場合の調教はおこないやすくなるからだ
と考えられる（落合 - 大平ら，2006; Porton と
Niebruegge, 2006）。一方でチンパンジーの場合、
群れの中で育つ個体を一時的に分離してエンター
テイメントショーに供することはほとんど不可能
である。そのため、チンパンジーのエンターテイ
メントショーをおこなううえでは人工保育や群れ
生活から分離し続けることが必須となる。つまり
エンターテイメントショーは、それを維持するた
めに不必要な母子分離を招く危険性が高く、さら
にその後群れに戻す努力とも両立しない。ただし
人工保育であっても 7 － 8 歳で性成熟した後は、
オスもメスも力が強くなり、オスは攻撃行動も
増える (Bloomsmith ら，1994)。そのため調教や
ショーを続けることは危険になる。また決まった
スケジュールでショーをおこなうためには、動物
の意思にかかわらずパフォーマンスをするように
行動を制御しなければならない。しかし力も強く
なり意思表示もはっきりとした思春期以降、人間
がチンパンジーをコントロールすることは難しく
なる。こうしたことから多くの場合に、チンパン
ジーは思春期以降ショーを「引退」することにな
る。しかし行動や好み、性格などは幼少期の環境
に依存する部分が大きいことから、その後の生活
が困難になることは前章で述べた通りである。
さらにエンターテイメントショーでは動物に関
する正しい知識が観客に伝わらず、倫理的な観点
に加えて環境教育の面からも問題がある。チンパ
ンジーのエンターテイメントショーは人工的な行
動や衣服の着用など、本来の生態とかけ離れた姿
を呈示することになる。Ross ら (2011) はチンパ
ンジーの見せ方が人々がチンパンジーに抱く印
象にどのように影響を与えるかを検討した。い
くつかの違う種類のチンパンジーの写真を用意
し、そのうちのひとつの写真を見せたあとにイン
タビューをおこなったところ、チンパンジーに対

エンターテイメントショーの問題点
エンターテイメントショーには、不必要な人工
保育を助長しうる特異な問題が存在する。ここで
取り上げるエンターテイメントショーとは、動
物を擬人化し、動物種としては不自然な行動を
トレーニングし、人々の娯楽に供するものを指
す。こうした大型類人猿のエンターテイメント
ショーは動物福祉や保全に対する悪影響への懸
念から現在減ったものの、過去、動物園やテレ
ビ番組を通して多くおこなわれてきた（落合 - 大
平ら，2006）。またテレビ番組や映画、音楽のプ
ロモーションビデオなどでも登場することもあ
る (Project ChimpCARE)。日本における大型類
人猿の過去の飼育形態の変遷については、落合
‐ 大平ら (2006) に詳しく記されている。その中
で、チンパンジーのショーに使われたのは大抵 2
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して人間が柵などを隔てずに近い場所にいる写真
を見ると、野生での絶滅の危機に瀕していると答
える頻度が下がったり、ペットとして飼育するこ
との魅力が上昇したと報告している。野生での絶
滅危機に関して同様の結果が別の方法でおこなわ
れたインタビュー調査からも得られている (Ross
ら，2008)。
上記のことをまとめるとエンターテイメント
ショーにはいくつかの問題点が指摘できる。まず
は非倫理的な母子分離、それに伴う不必要な人工
保育状態を引き起こしやすいという点である。ま
た同種他個体からの行動学習を阻害することに加
え、人工的な行動を教え込むことで動物の行動発
達に大きな影響を与える。チンパンジーは 50 歳
以上生きることもあるため、幼年期にエンターテ
イメントショーに利用するためだけに、当該動物
の一生にわたる長期的な苦痛を与える行為は今後
おこなうべきではない。さらに母子分離は繁殖へ
の影響を引き起こしやすく、エンターテイメント
ショーが人々の抱く動物に対する印象にも影響を
与えうることから、動物の保全という観点からも
問題が指摘できる。絶滅危惧種の飼育は保全へと
貢献するべきであると言われるようになってから
久しい。そのためにまずは持続可能で健全な飼育
個体群を保つことや動物がその種の性質を適切に
発揮できるような環境整備が不可欠であり、飼育
技術の向上が望まれる。しかし現時点ではその努
力はまだ不十分である。多くの娯楽がある世の中
で、こうした動物に不可逆的な負担を強いるよう
なエンターテイメントショーやテレビ番組での利
用が必要なのか、再考するべきときが来ているだ
ろう。飼育下でもチンパンジーが母親や仲間とと
もに暮らす中で見せる本来の姿を楽しむという、
動物にとって負担をかけない形での展示へ向かう
べく、体制を整えることがますます必要だろう。

飼育下では死亡率が減少するものの、それでも生
後 1 年以内に死亡することは多い (Courtenay と
Santow, 1989; Hill ら，2001)。また上述したよう
に、特に初産で不慣れな母親の場合には、正常な
位置で抱きかかえ、授乳がスムーズにおこなえる
ようになるまでに数日かかることもある（熊﨑ら，
2005; 友永，
2011）。鵜殿らは、三和化学研究所（現：
京都大学野生動物研究センター熊本サンクチュア
リ）での妊娠事例 100 例についてまとめた（鵜
殿ら , 1999）。その中で、生後 1 カ月以内に起き
た乳児死亡に関して、出産当日に死亡する例は多
いものの、赤ん坊が生後 1 － 6 日に死亡した例
はなくすべて生後 7 － 16 日に死亡していると述
べている。授乳がうまくいかなくても、健康な
乳児の場合ある程度は生存可能であり (Porton と
Niebruegge, 2006)、母親が適切な育児行動をお
こなうために試行錯誤する間を待つ必要があるか
もしれない。また子からの働きかけによって母親
の子育てが促される部分もある (Bloomsmith ら，
2003)。そのため早すぎる判断は、単純に母親か
らの適切な保育行動を奪うことになりうる。
アメリカ動物園水族館協会 (AZA: Association
of Zoos and Aquariums) のチンパンジー飼育マ
ニュアル (2010) では「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、人間は干渉しな
いよう勧告している。」と記されている。さらに
人工保育をおこなううえでは、その悪影響を最
小限に抑えるために、1 日 24 時間週 7 日間のケ
アをする、チンパンジーの種特異的な育児方法に
従うこと、早期群れ復帰を可能にするために仲間
のそばで保育をおこなうことなどを記している。
動物種を特定したものではないがヨーロッパ動
物園水族館協会 (EAZA: European Association of
Zoos and Aquaria) の動物飼育の基準 (2014) には
「群れに戻る可能性が低い場合や、行動上の問題
や将来、高い生活の質 (QOL) が保障できない場
人工保育の判断基準
合には、安楽殺も人工保育の代替となるかもしれ
人工保育は、原則として母親が死亡もしくは重
ない。」と書かれている。生活の質をより重視す
篤な病気などで育てられない場合や育児放棄・虐
る傾向にあるヨーロッパにおいては、限りある資
待があった場合に限るべきである。またたとえ人
源の中での動物の一生を通した影響を考慮して、
工保育をおこなったとしてもあくまでも一時的な
安楽殺を選ぶという選択肢も明記されている。人
措置であり、母親もしくは代理母を介して群れに
工保育はそれだけ動物に甚大な影響を与えるとい
戻すことが前提であるということを先に述べてき
うことの反映であるといえるだろう。アメリカ・
た。しかし人工保育をおこなうべきか否かの判断
ヨーロッパの飼育方針に共通しているのは、人工
は難しいこともあるのは事実である。たとえば母
保育をおこなうか否かの判断においては、短期的
親が抱いていても赤ん坊が弱る場合である。伝統
な側面でなく、動物の一生を考えたうえで判断す
的なあるいは獣医学的な観点からすると命を助
るということだろう。つまり人工保育をするか否
けたいという思いが優先し人工保育されること
かの判断にあたっては命を助けられた後の、その
もあるが、人工保育をおこなっても実際の赤ん
個体の一生まで検討する必要がある。
坊の状態によっては命を助けられないこともあ
一方、すべての事例を一律に同じ基準で判断す
る。そもそも乳児死亡率は高いため、野生チンパ
べきではないということも自明だろう。人工保育
ンジーは生後の 1 年以内に死亡する確率は高い。 をするか否かに関する判断には非常に繊細で専門
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的な配慮を必要とするために、ひとつの施設だけ
では判断が難しいことも多い。そのため、アメリ
カでは一時的な人工保育が必要である状況かどう
かに関して AZA チンパンジー種保存委員会と密
に連絡をとり、助言をうけるように推奨されてい
る (AZA Ape Taxon Advisory Group, 2010)。ま
た、人工保育の影響をできる限り最小化するため
にも、こどもはできる限り早く群れに戻すことが
望ましいが、特に母親がすぐに受け入れない場合
などには母親または他のメンバーからの攻撃など
の危険が伴うこともある (Abello と Colell, 2006,
2009; 平田 聡，2013)。不必要な人工保育をなく
し、チンパンジーの適切な飼育管理を推進するた
めにも、日本においても今後人工保育やその後の
導入に関する過去事例の蓄積を基にした基準を検
討することや判断体制の整備が必要だろう。また
ひとつの施設では選択肢が限られることから問題
解決が難しい場合も多い。そうしたことから施設
間で連携してこうした人工保育の問題に取り組む
ことが必要だろう。

としてもあくまでも一時的な措置であり、母親も
しくは代理母を介して群れに戻すことが前提であ
る。近年重要視されている絶滅危惧種の域外保全
をすすめるためにも、動物に負担をかけるような
エンターテイメントショーではなく、チンパン
ジーが種本来の性質を発揮できるような環境で、
動物種そのものの魅力を展示できるように体制を
整える必要がある。こうしたことには動物の専門
家だけでなく、動物園等を利用する一般の来園者
を含めて議論をすすめていく必要があるのだろ
う。一方で、人工保育や群れへの再導入などは繊
細な配慮が必要な問題であり、すべてのケースを
一様に判断することは不可能である。今後、科学
的な知見をもとにした、チンパンジーに適した飼
育管理を推進するためには、人工保育やその後の
群れ復帰などに関する事例を蓄積するシステムや
基準を設けること、施設間が連携して問題解決に
あたれるような体制づくりなどが重要である。
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まとめ
本論文では主にチンパンジーについての母子分
離、人工保育、エンターテイメントに関する福祉・
保全にまつわる問題について、これまでの知見
の総説というかたちで議論した。「動物の愛護及
び管理に関する法律」（動物愛護管理法）が 1999
年から大幅に改正され、「絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関する法律」（種の保存法）
が 1993 年に施行された。絶滅危惧種の飼育に携
わる人間が果たすべき国内外への社会責任はそれ
とともに重くなった。他方、チンパンジーの行動
や認知に関する基礎的な知見が過去数十年で蓄積
されてきているが、飼育管理への応用は十分には
されていない。現在国内外の関心が日本の飼育環
境にも向けられるようになっていることからも、
感情論ではなく客観的な事実をもとに動物福祉に
配慮するという高い水準での飼育管理を推進する
ことがますます必要である。ゾウやトラやチンパ
ンジーなど、だれもがよく知っている動物園にい
る動物の絶滅が現実味を帯びている今日、こうし
た法律が社会に機能するようにと、研究者など動
物の専門家が社会に貢献することが必要である。
SAGA の声明文はそうした努力のひとつである
とみることができる。
本論文で議論してきた通り、母子分離や人工
保育が及ぼす影響は甚大であり、人工保育はでき
る限り避けるべきである。人工保育は、原則とし
て母親が死亡もしくは重篤な病気などで育てられ
ない場合や育児放棄・虐待があった場合に限るべ
きであり、母親が抱いている限りは母親にまかせ
るべきである。またたとえ人工保育をおこなった
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Summary
With this article, we aim to promote discussion about hand-rearing, in general and in the use
of captive chimpanzees in the entertainment business, informed by evidence accumulated over recent
decades. A vast amount of evidence suggests that maternal separation and hand-rearing have serious
negative consequences on the physical, mental and behavioral development of non-human animals.
Although there are common features to such effects across species, those with a comparatively long
period of infancy and strong mother-infant bonds are relatively more susceptible to deleterious effects.
This is because such species rely heavily on post-natal learning for the acquisition of crucial behaviors.
Chimpanzees are one such species and studies show that chimpanzees separated from their mother
early in life, are those most likely to: show impaired social behaviors; have difficulty raising infants
appropriately; and to be unable to copulate (due to behavioral and not physical causes), the latter with
conservation implications. Thus, from the perspective of animal welfare and conservation, unnecessary
hand-rearing should be avoided and if absolutely unavoidable, infants should be reintegrated into social
groups of conspecifics as soon as possible to minimize negative consequences. The number of cases of
successful reintroduction of hand-rearing infants has increased recently, along with a decrease in the
frequency of unnecessary hand-rearing, in zoos. However, the use of chimpanzees in entertainment
shows continues to promote the unnecessary maternal separation and hand-rearing, in addition to
deleterious effects involved in the training and exhibition of chimpanzees performing various, mostly
species-unnatural, behaviors, for show on the stage, on television programs and across other media.
Such entertainment shows also pose problems for environmental education. We need to switch to
more humane and naturalistic ways of presenting chimpanzees to the public to encourage conservation
activities. Hand-rearing should be limited, ideally, to cases of maternal rejection or infant abuse.
However, it is sometimes difficult to make such a decision. To stop unnecessary hand-rearing and
promote species-appropriate captive care, we need to create a network among institutions housing
chimpanzees in order to: accumulate and share knowledge, expertise and resources; promote discussion;
create standards/guidelines; and collaborate in reintroduction.
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