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3 　　動物福祉への進化的視点 

　動物に対する福祉的配慮への社会的要求は，ますます世界的に高まっている。

19 世紀初頭に近代的価値観として誕生した動物への福祉的配慮は，その後大き

な発展を見せることなく 20 世紀後半になり急激な発展をとげた。その重要な導

因として，動物の科学的な理解がある。当初の動物に対する配慮は，直感的であ

りまた擬人的な色彩の強いものだった。そのため，その配慮は虐待すなわち身体

的に残酷な扱いを防ぐということに重きが置かれた。それは，世界で最初の動物

福祉に関する近代的法律が，1822 年に成立したイギリスの「動物虐待防止法」

であることからも分かる。現在の動物への福祉的配慮として議論されることにお

いては，虐待防止は重要ではあるが必ずしも主要な課題とはなっていない。確か

に，日本における動物の飼育・管理に関する唯一の法律である「動物の愛護及び

管理に関する法律」では，虐待は重要な事項となっている。しかし，動物に対す

る福祉的配慮の世界の動向に目を向けるならば，むしろ日常的な動物の利用や管

理における配慮が問題とされている。

　19 世紀中頃，進化論の提唱者であるチャールズ・ダーウィンはすでに動物が

苦痛を感じる意識（sentient）を持つことを主張していた［1, 2］。その根拠として，

動物の表情や仕草が挙げられていた。しかし，実際には動物が苦痛を感じたり意

識を持っていたりするという考えは，必ずしも当然のものとして受け入れられて
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こなかった。その理由は，苦痛を感じたりする能力すなわち“意識（consciousness）”

を動物が本当に持つことができるかどうかということにあった。まず意識という

言葉が指すものが非常に多様で，単に痛みを感じるというレベルから，我々ヒト

が日常的におこなっている将来に対し具象的な見通しを持つといったレベルまで

ある［3］。これらすべてのレベルが動物にあると一義的に言うことはできず，ま

た客観的に捉えることも難しかった。こうした意識に関する問題があったため，

動物が感じる苦痛といったことが福祉的配慮の中で必ずしも十分に取り上げられ

ているとは言えなかった。

　ブロックは意識を，現象的意識（phenomenal consciousness）と呼出的意識（access 

consciousness）とに分けて捉えることを提案した［4］。現象的意識とは，見たり聞

いたり，あるいは痛みを感じたりするといった感覚的なレベルである。一方，呼

出的意識とは，現在や過去の精神的な状態を考え報告できたり将来について考え

を及ぼせられたりといったことを含む，より複雑な経験的なレベルを指す。動物

に後者のレベルを想定することは難しく，ほとんど不可能だろう。しかし，近年

のさまざまな研究から，少なくとも前者のレベルは動物が持っていることは否定

し得ないものと言えるだろう。事実，1985 年に出されたアメリカの動物福祉法

補正条項では，対象は霊長類に限られているが「心理学的幸福（psychological 

well-being）」の確立が求められるようになった。このことにより，ヒト以外の動

物の意識に対し日常的に配慮する必要性がはじめて明文化された。また 1997 年

には，EU における憲法とも言われるアムステルダム条約において，「家畜は単

なる農作物ではなく感受性のある生命存在（sentient being）」だとされた。この

ように 20 世紀後半になり動物に対する配慮の対象が，かつての身体的な虐待の

防止から日常的な心理状態の向上までへと拡張されてきた。

　このように，直感的・擬人的な動物の捉え方をもとにしては取り扱うことが難

しかった動物の意識の問題が，客観的・科学的な理解にもとづくことによって動

物福祉の対象となってきた。動物福祉とは，フレイザーとブルーム（1991）によ

れば「動物が環境と上手く関われる状態にあること」とされる［5］。つまり，動

物福祉を考えるとは，動物に何かをしてあげることそれ自体に意味があるのでは

なく，当該の動物が上記の定義にあるような状態に置くよう工夫し，さらにそれ

を検討し評価することだと捉えることができる。この場合，身体的に虐待を受け

ていないことはもとより，身体的に良好であるということに加え，精神的にも良
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好な状態にあるということが求められることは先に述べた。動物を，それぞれが

飼育される環境の中で，環境と関わりを持ち身体的ならびに精神的にできる限り

健全な状態に置くように工夫することが動物福祉の大きな目的となる。こうした

意識を明確に示すものとして，畜産動物を対象としたものだが，イギリスの農用

動物福祉審議会が提唱した次の「五つの自由」と呼ばれる原則がある［6］：（1）通

常行動の表出の自由，（2）飢え，渇き，栄養不足からの自由，（3）不快からの自由，

（4）病気や怪我からの自由，（5）恐怖からの自由。動物が持つ環境との関わりや本

来持つ要求を理解し，それに応えることによって，これら五つの自由を保障する

ことが，動物を飼育し利用する私たち人間の義務と言えるだろう。

■進化的適応環境

　進化における環境との関わりを示すものとして，「進化的適応環境：environ-

ment of evolutionary adaptation」という考え方がある。これは，すなわち，生

物の機能システムは，その生物種が生きてきた環境への適応として進化してきた

というものである。動物も，その生息環境に適応するよう生理機能や形態，さら

には行動や社会システムを作りかえ，その結果多様な特性が生じてきた。たとえ

ば，季節性の明瞭な日本に生息するニホンザルは，冬に発情し春から夏にかけて

子供を産むという季節繁殖を明瞭に示す。一方，ニホンザルに近縁なカニクイザ

ルは季節性の乏しい東南アジアに生息し，一年中いつでも交尾・出産が可能な通

年繁殖を示す。あるいは，樹上生活に適応した霊長類のほとんどは，枝をしっか

りつかめるような親指と他の指が向き合う対向性という形態的特性を持つ。さら

に行動においても，テナガザルのように樹上での移動を効率よくおこなうための

ブラキエーションをおこなえるようになったり，パタスモンキーのようにサバン

ナに適応し地上を非常に速く走れるようになったりしたものもいる。社会システ

ムも，ニホンザルやチンパンジーのように複雄複雌の群を作ったり，オランウー

タンのように単独性が強くかつ 1 頭のオスが複数のメスの行動域を含むような雌

雄の関わりをもったり，あるいはテナガザルのように雌雄でのペアの形成といっ

た多様な社会システムがある。

　動物福祉は，先述のように，「環境と上手く関われる状態にある」と定義される。

したがって，動物の福祉を考える際にはそれぞれの種における進化的適応環境の



411第 11 章　モデル動物としての適用と福祉

理解や，それにもとづく飼育環境の改善・向上が不可欠となる。これまでの飼育

環境では，病気や傷害を負うことなく生育できる環境の維持に目が向けられてき

た。一方，「生活の質」という観点から見た問題はこの 20 年ほどで関心が高まっ

てきたが，まだまだ十分な知識や対応策が確立されていない。それぞれの種は，

ある特性を持った環境に適応するよう進化してきているため，環境との関わりが

適切にとれない場合はさまざまな不適応を引き起こす。たとえば，同じ場所の往

復を何度も繰り返すといったような常同行動や，自己の身体を過度に傷つける自

傷行為などの，異常行動が生じる。あるいは，行動という外部表現に取り立てて

問題がない場合でも，生理的な変化やあるいは胃潰瘍などといったストレス反応

を生じる場合もある。こうした不適応を防いだり最小限に抑えたりするためにも，

進化的適応環境を考慮した飼育環境を作る工夫が重要である。

　飼育下でそれぞれの動物種に対する進化的適応環境を考えることとは，必ずし

も自然環境そのものを飼育下に取り入れることを意味するのではない。実際に

は，そうしたことは飼育環境においてほぼ不可能と言える。むしろ，動物が適応

してきた環境の機能を，飼育環境の中で増強するということになる。その結果と

して，ストレスの軽減や行動の“適切”な発現を促すことが可能となる。ここで

言っている環境の機能とは，動物が生活する環境条件において，当該の動物が関

わりを持つさまざまな環境特性である。動物種により関わりを持つ対象や関わり

方は，先述のように異なる。たとえば，集団で生活し他個体との関わりを密に持

つようなチンパンジーやニホンザルなどと，単独性の強いオランウータンでは，

要求する社会環境はそれぞれに異なると考えられる。同様に，空間利用といった

物理環境においても，生活様式によって地上性か樹上性かといったことによって

必要とする環境特性ないし機能には違いが見られる。

　動物福祉を考えていく上で，こうしたそれぞれの動物種が持つ進化的適応環境

を飼育環境にどのように取り入れるのかということが重要な課題になる。

■心理学的幸福

　動物福祉とは，動物を「環境と上手く関われる状態にある」ようにすることだ

と先に述べた。この状態を評価し，判断するための考え方は様々ある。その一つ

として，次の三つの基準があげられる：（1）生物学的基準，（2）獣医学的基準，（3）
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心理学的基準。生物学的基準は，生物は次世代を残すために存在するという生物

学的原理にもとづき，繁殖成功度という観点から適切な状態に置かれているかを

判断するものである。獣医学的基準とは，疾病や傷害の有無あるいは栄養状態な

どの観点から動物が健康な状態にあるかを判断するものである。はじめに検討し

たように，こうした身体的な状態への配慮だけでは十分ではない。心理的な状態

への配慮も忘れてはならない。そこで，心理学的基準というものが考えられ，心

理的要求や適切／不適切な行動の有無といった観点から，心理的にどのような状

態かが判断される。生物学的基準や獣医学的基準は動物の状態を判断するために

古くから用いられてきたが，心理学的基準は新しい視点だと言える。

　心理的に満たされた状態を心理学的幸福（psychological well-being）と捉えるこ

とができるが，その基本は動物が“本来”の行動パターンを取れているかという

ことである。本来の行動パターンとは，行動レパートリーとその時間配分から捉

えることができる。霊長類はいずれの種も，当該個体もしくはわずか数世代さか

のぼれば野性由来である。したがって，霊長類においては，本来の行動パターン

のモデルを，進化的に形づけられた野性状態とすることが可能である。しかし，

ここで重要なことは，動物の行動パターンを恣意的にモデルに近づけるというこ

とではない。動物には進化的背景を持った心理的要求にもとづく行動パターンが

あり，そうした“本来”のものに近い形で行動が主体的に発現できるような環境

にするということが重要なのである。

　動物が食べ物のために何かをするというのは，ほとんどの人にとって想像に難

くないだろう。しかし，その反対は想像し難いに違いない。ところが，運動を制

限し，水を飲んだら輪回しができるという状況にネズミを置くと，ネズミは自由

にされている時以上に水を飲み運動をする機会を得ようとすることが実験的に確

かめられている［8］。つまり，ネズミは食べるためだけに何かをしているのでは

なく，運動する機会を得るためにも何かをする（この場合は水を飲む）というこ

とである。動物が生活していく上で，食べたり子孫を残したりといった個体や種

族維持のための要求が満たされれば十分なのではなく，食物を得るために探索し

たり，得た食物を操作したり，あるいは他個体と社会的な関わりを持つことなど

もまた重要な要求となる。このように心理学的幸福を達成するためには，主体的

にさまざまな行動を選択できることを保証することが求められる。

　心理的要求を理解するためには，モデルとなる野生状態の分析が一つの重要な
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アプローチとなるだろう。野生状態で得られた知見を飼育下に外挿することで，

飼育下の動物の要求を理解しようというものである。しかし，この場合，人の先

入観ないし偏見により，動物の要求を解釈する危険性は否定できない。より直接

的に動物に確認する方法が必要である。そこで選択テストが考えられる。このテ

ストでは複数の選択肢を提示しもっとも多く選択したものが，もっとも動物が要

求していると理解される。ところがこのテストでは，要求量は少ないが要求度が

高いものや，あるいは複数選択肢間の要求度の順位を捉えることはできない。選

択されれば要求度が高いとは単純には言い切れないのである。こうした問題を考

えるためのテストとして「行動の弾力性」を比較するテストが考えられる［9］。

これは経済学における受容と供給の関係に関する考え方を応用したもので，コス

トの増加に伴う要求度の変化を分析するものである。たとえば，ある選択肢を得

るためにはレバー押しというコストを必要として，選択肢を得るために求められ

るレバー押しの回数を増加していった時に，その選択肢に対する要求度がどのよ

うに変化するのかを調べるのである。コストが低い時には要求度が高いとしても，

コストが高くなるにつれ急速に要求量が下がるものもあれば，反対にコストが高

くなっても要求量が余り変化しないものがある。たとえば生命維持に不可欠な食

物はコストが低い場合にも一定量のみ必要だが，コストが高くなった場合でもそ

の要求量はほとんど変化しない。こうした変化しにくい選択肢は，変化しやすい

選択肢に比べ要求度がより高いと考えられる。

　このようなさまざまなテストをもとに，動物の心理的要求を分析的に理解する

ことができるようになる。動物福祉を考えるためには，「心と身体の健康」の重

要性がヒトにおいて言われるように，身体的状態に加え心的状態へも配慮するこ

とが不可欠である。これら両面への配慮ができて，真に福祉的配慮と言うことが

できる。

■環境エンリッチメント

　心理学的幸福を確立するための具体的方策として環境エンリッチメント

（environmental enrichment）をあげることができる。環境エンリッチメントとは，

環境を単に複雑にするなどによって“豊か”にするということではない。先に進

化的適応環境に関し考えた際に環境との関わりが重要であるということをあげた
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が，環境エンリッチメントとはそうした視点に立ち，飼育環境において当該の動

物が必要とする環境機能の増強を目指すことである。対象とする環境を，物との

関わりとしての物理環境と他個体との関わりとしての社会環境に大きく 2 分する

ことができる。前者には，エサとの関わりといった採食環境なども含まれる。環

境エンリッチメントが実際どのようにおこなわれ，またどういった効果を引き出

すことができるのかを，以下で霊長類に関するいくつかの具体例を持って考えて

みたい。

　まず初めに，物理的環境として飼育施設による行動への影響を見てみよう［10］。

多くの霊長類は樹上を主な生活環境している。そこで，霊長類研究所では平成

16 年 9 月に「フレームキットタワー」と名付けた高さ約 13m，基礎部分 6 ×

12m のタワーを，ニホンザル放飼場に設置した（図 1）。フレームキットタワー

は 4 階構造になっており，すべて階段もしくはハシゴがかけられている。各層に

人が安全に作業できる幅約 1m の木製の通路があり，また木が張り付けられた手

すりがある。通路は，サルや人が移動に利用できるのみならず，下層の日除けや

雨避けとしての働きもある。また，タワー周辺には丸太の柱が立てられ，タワー

から渡されたロープや渡り木によって，サルにとり複雑な移動経路を確保してい

る。さらに最上部には二つの屋根を持ち，屋根裏が風除け小屋として利用可能で

ある。

図 1　フレームキットタワー：十
分な個体間距離を取り，立体
空間の利用を可能にしてい
る。
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　こうした特性を持つフレームキットタワーが，実際サルの空間利用にどのよう

な効果があるかを検討した。利用する空間は，タワー上の地上 4m 以上の部分が

大半だった。つまり，ニホンザルは本来の生活環境である樹上環境に相当する地

上から離れた空間，それも 4m 以上離れた空間を好むことが示された（図 2-B）。 

社会的な緊張状態を示す指標となる自己の身体に対する接触（慰安）の減少が見

られたが，利用可能な空間が増加したことにより十分な個体間距離が確保でき，

また遮蔽物も増加したことによって互いの視線を遮ることが容易になったことが

原因である可能性が考えられる。従来の 4m と低くかつ 4m × 6m と狭いプラッ

トホームから，新たなフレームキットタワーへの改修したことによって，サルに

対しより好む地上から離れた空間を確保し，かつ実際的に利用可能な空間を増や

すことができたと評価できるだろう。

　次に，採食環境としてフィーダーの有効性について考えたい［11］。札幌市立円

山動物園に飼育されていたニシローランドゴリラ（オス，32 歳：2004 年現在）は，

日に 3 回 （朝，昼，晩），野菜や果実を中心に給餌されていた。これらの食物は床

などに置かれるのに加え，プラスチック製の浮き玉（直径約 30cm）に穴（直径

3cm）を開けたものに入れられ（浮き球フィーダー：図 3-A）与えられていた。フィー

ダーから食物を取り出すためには，フィーダーを手に取って振りだす手間が必要

だった（図 3-B）。そこでフィーダーが給餌にどのような効果があるかを調べる

ために，床などに食物を置く場合と，与える食物の総量は同じだが，床などに置

くことに加え浮き玉フィーダーを一緒に与えた場合とでで，採食に費やされる時

間を給餌後 10 分ごとに比較してみた。

図 2　フレームキットタワーの高さの使
い分け：A ～Ｋは平面上の観察区域
を示す。タワーに当たるＤとＧに利
用が集中している。また，利用する
高さのレベルは 2.5m 以上で全体の
80% を占めている。
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図 3　Ａ：浮き玉フィーダー，Ｂ：浮き玉を利用
するゴリラ。

図 4　浮き玉フィーダー利用の時間的推移
Ａ：食物を床のみに置いた場合と，
フィーダーを利用した場合の推移。食
物の総量はいずれの条件も同じである。
Ｂ：フィーダーを利用した場合の，食
物を床とフィーダーそれぞれから取る
場合の推移。最初床から食物を取るが，
約 10 分後にフィーダーの利用に移行
し，さらに最終的に再度床から食物を
とる。
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　フィーダーを用いた場合に比べ，床などに直接に食物を置いた場合の方が採食

時間の減少は急だった（図 4-A）。採食時間は，食物を床などに置いて与える場

合はせいぜい 30 分程度だったが，フィーダーを用いた場合は 70 分程度と，約 2

倍に伸びた。長い場合は，90 分程度まで伸びた。さらに，フィーダーを用いた

場合において，フィーダーから食物を採る場合と床などに置かれた食物を採る場

合とで，時間的な推移について比較した（図 4-B）。その結果，給餌直後は床な

どの食物を積極的にひろうが，ある程度時間（10 分程度）が経過するとフィーダー

の利用に移行することが示された。この場合，床などには十分に目視できるだけ

の野菜や果実が残っていることが観察された。さらに，フィーダーの食物を食べ

つくすと，再び床などに残っている食物に手を出しはじめることが示された。

　フィーダーの利用は，単に食物を取りづらくしているがために，すなわち物理

的に採食時間を延ばしているに過ぎないのではないかという批判がある。しかし，

本調査においては，より簡便にかつ効率良く取ることができる床などにばら撒か

れた野菜や果実があるにも関わらず，フィーダーの利用に移行したことにより，

決して単純に物理的に採食時間が延ばされたものではないことが示された。こう

した行動はネズミをはじめとするさまざまな動物で見いだされており，「コント

ラフリーローディング：contrafreeloading」と呼ばれている。そのメカニズムや

機能はまだ十分に明らかにされていないが，少なくとも浮き玉フィーダーの利用

による採食時間の伸びは，仕方なく取りづらいフィーダーを使っているのではな

く，主体的にフィーダーの利用を選択した結果と考えられる。また，浮き球フィー

ダーが 2 年以上継続的に利用されてきたということから，このゴリラにとっては

採食時間を延ばすための方法として，浮き玉フィーダーの利用は非常に適してい

たと言えるだろう。浮き玉フィーダーのどのような機能がこうした効果を生み出

しているのかを分析することにより，ゴリラが採食する上で必要とする要因を理

解することができ，より適切な給餌法を工夫することができるだろう。

　最後に，他個体との関わりの有用性について考えてみる。実験動物として飼育

される場合，多くは個別ケージで飼育されることとなる。研究の目的上，感染を

防ぐとか取り扱いを容易にするという理由で，こうした飼育形態は不可欠だと考

えられている。しかし，霊長類は一般に社会性の非常に強い動物であり，社会的

環境は正常な発達や行動のためには重要だと広く考えられている。そこで，従来

の個別ケージでの飼育形態を維持し，かつ社会的な環境も提示できる方法として，
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「プレイケージ」と名付けた個別ケージの 4 倍程ある大型で移動が容易なケージ

を用い，15 年近く他個体との接触を絶たれてきたカニクイザル（オス成獣，5 個体）

に対する環境エンリッチメントを試みた［12］。飼育ケージとプレイケージはブリッ

ジと呼ばれるトンネル状の橋でつなげられ，個体毎のプレイケージへの移動訓練

から始まり，お見合いを経て，最終的に 2 個体ずつ（3 ペア）の同居が進められた。

　プレイケージを連結した直後は，ブリッジから先へ行くことを非常に警戒し，

移動することへの躊躇が強く見られたが，最終的にはスムーズに移動するように

なった。いずれのペアでも出会った時には，最初リップスマッキングといった緊

張を示す行動が見られたが，徐々に親和的な行動も見られるようになった。こう

したそれまでほとんど見られなかった行動が表出されるようになり，単独時に比

べて行動レパートリーの数は有意に増加する傾向を示した。各ペアで見られる行

動は，ペアにより異なる特徴を持っていた。あるペアでは明確な順位が見られた

が，見られないペアもあった。ほぼ最初から険悪な関係におちいることなく他個

体と同居させることができた。この理由として，同居場面に間接的にもメスが存

在せず，メスをめぐる競合を引き起こさなかったことが大きいと考えられる。

　しかし，同居を維持していくためには，個体間の順位関係を十分考慮に入れる

ことも重要である。今回試みた中で順位的にほぼ対等だったペアで，同居条件の

最初に激しく争った以外強い敵対関係は示さなかったものの，数回の同居後それ

までプレイケージへの移動を積極的におこなっていた個体が移動することを突如

強く躊躇する態度を示した。このように拮抗する順位関係の場合は，同居自体が

サルにとって避けたい状況，あるいは激しい順位争いの危険性をはらんだ状況に

なってしまう可能性が大きい。

　まとめると，同居による行動への影響という点から見ると，期待された社会的

あるいは親和的行動を引き出すことができた。反対に，“異常行動”と解釈でき

る糞いじりなどの頻度を低減することができた。野生状態では，社会的行動は日

常的にきわめて頻繁に見られ，反対に糞いじりなどの“異常行動”は見られない。

また，プレイケージへ移動すること，他個体と一緒になることを，ペアによって

は拒否する個体もあったが，基本的に積極的に好んだ。したがって，今回サルが

示した行動は人側から半ば強制的に引き起こされたのではなく，サル自身の主体

的なもの見なすことができる。

　このように，飼育下という非常に制限された環境下においても，さまざまな機
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会を与えることで“彼らなりの”すなわち“彼ら本来の”行動を主体的に表現で

きるようになる。彼らの生活の質を向上するためには，より一層の環境エンリッ

チメントの工夫が強く求められる。

＊

　私たちはさまざまな理由を持って動物を飼育する。霊長類は，展示用動物，実

験動物，あるいは時に伴侶動物としてや文化によっては食物として飼育される。

どのような目的を持って飼育するとしても，飼育する動物に対する福祉的配慮は

不可欠である。動物福祉を考えるとは，これまで検討してきたように，その利用

や取扱方法に問題はないか，あるいは動物の日常の生活条件に問題はないかと

いったことに目を向けることだった。中でも痛みや苦痛を与えるような処置や扱

いをおこなう場合には，できる限り減らす工夫が必要である。特に動物実験にお

いてはこうした姿勢は重要で，ラッセルとバーチにより1959年に提唱された「3Rs

の原則」を忘れてはならない［13］。3Rs の原則とは，（1）実験に用いる動物の数を

統計法の改善などにより減らす（reduction），（2）丸ごとの動物を用いずにすむよ

う培養細胞の利用やコンピューター・シミュレーションなどを用いる

（replacement），（3）より適切な鎮痛や麻酔法を用い痛みや苦痛を軽減する

（refi nement）を指す。しかし，これは動物実験の主義に対する配慮であり，実験

に用いられる前や用いられた後の動物の置かれる生活条件にも目を向け工夫する

ことが，本論で繰り返し述べているように，動物福祉を確立する上では忘れては

ならい。

　こうした動物福祉を進める礎として，動物の科学的理解はきわめて重要である。

進化的背景にもとづく環境と動物との関わりや，心的要求の分析的な理解は，動

物福祉に関する議論を可能にする。動物福祉を実践するためには，何をどこまで

やるかといった価値論的判断が不可欠である。経済的あるいは社会的規制（価値

認識や法律など）と密接に関わりをもって進めなければならない。そのためにも

科学的な事実にもとづき議論することは重要である。環境問題などと同様に，こ

のことによりはじめて客観的な議論は可能になる。しかし，動物福祉に関わる研

究も，また議論も，特に日本においてはようやくその緒に着いたばかりといって

過言ではない。より適切な動物の利用を進め，またより良い動物との関係を築く
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ためには，今後ますますこうした観点からの動物の理解は重要になるだろう。
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