命 の 大 切さ を 知 る 、身 近 な 動 物 園
天 王寺 動 物園
最近、 天王寺 動物 園が脚 光を浴び ています。 大阪市の 中心
部にあ るに も関わ らず、 自然に囲 まれ、の んびりと した表
情の 動物の 姿を見 ること ができる 「都会の 中にある 憩いの
スペ ース」 として 、人気 を集め ているとの こと。本 動物園
は都 会の中 にある 動物 園ながら も、動物 たちを野 生に近い
環境 で展 示する 「生態 的展示」 を行って います。 飼育員に
よ る動物 の特徴 や生態 の説明 もあり、今 、人間が 直面して
い る環境 問題や 、命の 大切さ を学べる 総合学習 の場となっ
て います 。入園 料５ ００円で 一日過ご すことが できるの も

周年を迎 えまし た。

魅 力的で す。 今回は 、天王 寺動物園に ついてお 話を伺い ま
し た。

い取 るなど して、 規模を大 きくし ました。 しかし ながら、 明治

年（１ ９０９） に発生 し

年（１９４３ ）、空襲による猛獣の脱出を懸念した日本動物園水族館協会は

した が、上 野動物園 での処 分を受 けて、ラ イオン 、トラ、 ヒョウ など
れ ました。 動物園 の歴史の 中にあ る悲しい 出来事 です。

種、

頭 が処分 さ
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し ました 。海外か ら動物 を購入す る余裕 はなく、 農家か らウサ ギを買っ たり、 キツネや 野

戦 後、ゾウ もキリ ンもラ イオンも いない 動物園は 、ライ オンの剥 製を飾 って再ス タート

10

猛獣 の処分 を了解。 天王寺 動物園で は、当 時の寺内 園長が 猛獣処 分の先延 ばしに 努力しま

とも。昭和

着せ、防毒マスクを付けさせて 、「動物も頑張っている」と戦意高揚の役目を負わせたこ

戦時中 は、職 員の応召 や餌不 足などが 深刻な 問題と なりまし た。チ ンパンジ ーに軍 服を

なのか ？」とい う批判 の声も あがった そうで す。

するような公演に対し 、「動物園は、珍しい動物を見たいという人間の好奇心を満たす場

食事をし 、食後 にはた ばこを一 服する 、といっ た多彩 な芸を見 せまし た。動物 を見せ 物に

リタです 。彼女 は竹馬、 自転車 を乗り回 し、大 工仕事 もする、 ナイフ とフォー クを使 って

昭 和のは じめに人 気を集 めたの がアフリ カのと ある部族 で飼わ れていた チンパ ンジー の

園を考えていた大阪市が動物たちを譲り受け、天王寺動物園を設立することとなりました。

た 大火事「 北の大 火」を受 け、大 阪府は 「動物檻 」の廃 止を決定 。博覧 会跡地に 動物園 開

42

-1-

天王寺 動物園 の沿革
天王寺 動物園 は大正 ４年（１ ９１５ ）１月１ 日に開 園し、今 年で

年（１８ ８４） に本町で 開園し た府立 大阪博物 場付属 の「動物 檻」で

96

年 （１９ ０３） に、現在 の天王 寺公園か ら新世 界周辺で 開催さ れた第 ５回内国

その 前身は、 明治
す。 明治

17

勧業 博覧会 の「余興 動物園 」で人気 を集め ていた トラ、ヒ ョウ、 ライオン などの 動物を買
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鳥を 職員が 捕獲する などし て種類 を増やし ていき ました。 動物た ちの餌を 、アメ リカ兵 の
残 飯で凌ぐ ことも ありまし た。本 来、夢を 膨らま せる場 であるは ずの動 物園の惨 状を見 た
年（ １９５ ０）にタ イから 雌ゾウ を輸入し 、寄贈 しました 。これ が「春子 」

子供たちが 、「是非、ゾウが欲しい」と大阪市長に懇願したのもこの頃です。見かねた貿
易 商が昭 和
です。当時 、「大阪復興の星」と呼ばれた春子は今も健在で、毎日、元気に動物園で子供
達を喜ば せてい ます。
高まる 動物園の 役割
戦前の 動物園 は、日本 では見 ることが 出来な い世界の 動物を 紹介す ることが 主な目 的で
した。 飼育さ れている ライオ ンやゾ ウなどの 個体は 展示でき ても、 動物たち の生態 などを
紹介 するまで には至 りません でした 。
最近 では、北 海道旭 川市の 旭山動物 園のよ うに餌の やり方 を工夫し 動物の 予期せ ぬ動き
をみ せる「 行動展示 」など 、様々な 工夫を 凝らし た展示が される ようにな ってい ます。天
王 寺 動 物 園 では 、 生 息 地 の環 境 を 再 現 し た フィ ー ル ド で 、 動 物 たち が そ れ ぞ れ の自 然 に
近 い姿で暮 らす「 生態的展 示」を 行って います。 例えば カバ舎で は、水 中での生 態が観 察
で きるよ う、プー ルの側 面をガラ ス張り にしてい ます。 これで、 カバ本 来の授 乳シーン が
見 ること ができま す。ゾ ウ舎の床 面をコ ンクリ ートでは なく土 の床にす ること で、鼻で 土
浴 びする のを見 ることが 出来る ようにな りまし た。植物 もフィ ールド に合わせ たもの を植
えている ので、 動物たち の本来 の生活 環境が再 現され ています 。動物 たちの活 き活き とし
た動きや、生きるための活動を見ることは 、「命」を考えるきっかけとなるかもしれませ
ん。
天王寺動物園では 、「動物園は環境問題を考えるのに適した施設」だと考え、様々な情
報発信 を行っ ていま す。飼育 員の方 が、地球 温暖化 による気 候変動 が野生 動物に与 える影
響を 動物舎の 前で説 明するの はその 取り組 みのひと つ。例 えば、ホ ッキョ クグマの 場合、
生息 域のア ラスカ、 ロシア 、グリー ンラン ド、ノル ウェー の北極海 では、 この１ ００年間
で気 温が２ ℃上がっ たと報 告されて います 。ホッ キョクグ マは凍 った海の 上から 氷の下を
泳い でいる アザラ シが呼吸 しに水 面に上が って来 るところ を捕ら えます 。しかし 、気温 が
上 がり氷の 張りが 遅くなっ たり、 融ける 時期が早 くなれ ば、狩猟 ができ なくなっ てしま い
ま す。カ ナダでは 人間が 捨てたゴ ミをあさる ホ
ッ キョク グマの 姿や、母 熊の栄 養不良で母乳 が
出なくな って子 熊が餓 死した例 が確認されて い
ます。こ ういっ た事例 を紹介し 、環境問題 を考
えるき っかけを 提供し ています 。
動物園 では毎 日のよう に、命 をめぐる動物 た
ちと人 のドラ マが生 まれてい ます。以前 、天王
寺動 物園でユ キコと いうホ ッキョクグ マが、初
めて の出産で ３頭を 産んだ ところ、子 熊を死な
せて しまっ たことが ありま した。野 生では雪中
に穴 を掘り 、そこ で出産し ますので 、暗い部屋
に 閉じこめ 、絶食 状態を 保つととも に飼育員も
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動物 舎内に 入らず、 落ち着 ける状 態を作る 必要が あるので す。し かし、こ の時は 閉じこ め
る タイミン グに失 敗したの です。 最終的に ユキコ は９頭 出産し、 ３頭が 生育した のです 。
「 いまの子 供たち は、生 きた動物 のぬく もりを知 らなけ れば、そ の生き ものが 、どうい う
環 境で生 きていて 、なに を食べて いるか もまっ たく知ら ない。 人間形成 にとっ て最も大 切
な 自然と のかか わりあい がない まま、大 人にな っている 。今ほ ど動物 園の役割 の大き いと
きはあり ません 」と、宮 下実名 誉園長 は語って くれま した。
※次号 は天王寺 動物園 第二弾「 生態的 展示」と 「飼育 員と動物 との関 わり」 について 紹介
します 。
天王寺 動物園
大阪 市天王寺 区茶臼 山１ ０６ ・６７７ １・８ ４０１

http://www.jazga.or.jp/tennoji/
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