命 の 大切 さ を 知 る ︑身 近 な 動 物 園
天 王寺 動 物園 ②

動物 園 は動 物た ちを 見る だけ でな く︑ 環境 教育 の 場と して 脚光
を 浴び るよ うに なっ てき まし た︒ ２０ １ ５年 に開 園１ ００ 周年
計画 ﹂が

計画 ﹂で 導入

を 迎え る天 王寺 動物 園で は︑ １９ ９ ４年 に﹁ ＺＯ Ｏ

用調達 のため に一般 に公開さ れたと 記録され ていま す︒以降 ︑

世 紀の動物 園は︑ 生きた

言われ ていま す︒ロン ドン動 物学会の 研究資 料収集 施設とし て創設 されたも ので︑ 研究費

世界で 初めての 科学的 動物園 は︑１８ ２８年 に開園し たイギ リスのロ ンドン 動物園 だと

動物た ちの尊厳 を守る 生態的展 示

子 とラニー 博子に ついて 紹介しま す︒

さ れた 生態 的展 示と ︑ 天王 寺動 物園 の人 気者 ︑ア ジア ゾウ の春

策 定さ れ︑ 現在 ︑展 開中 で す︒ 今回 は﹁ ＺＯ Ｏ
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ると いう展示 法が取 られる ことが多 かった そうです ︒しか し︑この 展示は 見にく いため︑
１９０７年ドイツのハーゲンベック動物園で始まった︑柵を無くし堀割で囲う堀︵モート︶
式の 手法に 変わっ ていきま す︒そ の後︑１ ９７０ 年４月に 始まっ た環境 運動アー スデイ を
き っかけに ︑環境 という視 点から 人間の 暮らしを 見つめ 直す活動 が盛ん になりま した︒ 動
物 園でも 新しい展 示方法 が検討・ 実施さ れるよう になり ます︒ 園内で動 物の生 息環境を 再

世紀に 向けた
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動物 を生きた まま収 蔵する博 物館と しての性 格が強 く︑動 物を鉄鎖 で囲っ た檻の中 で見せ
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現 し︑動 物の生態 全体を 見せる 生態的展 示とい う展示法 が採用 されたの はこの 頃です ︒こ
の展示法 では︑ 動物の 生態系に 人間が入っ てゆくと
天王寺 動物園で は︑１ ９９４ 年に

計 画﹂を策定

いう感覚 が得ら れるよ う園全体 を設計 します︒
新しい 動物園 を再整備 する﹁ ＺＯＯ

境 が再現 され︑進 むほど にワク ワク感が沸い てくる

で ︑周辺建 物を見 えにく くしまし た︒動物の 住む環

蛇 行させ︑ 園路の 動物舎 と反対側 にも植栽する こと

たと えば︑ 動物舎に 近付く までの 園路幅を 狭くし ︑

入を 決定し ました︒

な野 生動物を 殖やす ﹂こと を目的に 生態的展示の 導

の 役 割 ﹂﹁ 野 生 動 物 の 棲 ん で い る 環 境 の 再 現 ﹂﹁ 希 少

しまし た︒この計 画におい て ︑﹁地域の緑 のオアシス
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とい う効果 がでまし た︒動 物を見 るときも ︑視線 が軽く見 上げる 位置にな るよう 配され て
います ︒﹁アフリカサバンナゾーン﹂の﹁カバ舎﹂では日本で初めてカバの水中展示を実
現 し︑カバ が水中 で暮ら す姿が見 ること ができる ように なりまし た︒排 泄物で 水が汚れ て
も 濾過設 備で水の 透明度 を維持で きるの で︑魚 がカバの 皮膚に 付いた汚 れを食 べ︑共生 す
る 様子が 観察で きます︒ また︑ 肉食動物 のライ オンやブ チハイ エナと 草食動物 のキリ ンや
シマウマなどが一緒に生息しているように見えます ︒希少動物を絶滅から救う﹁種の保存 ﹂
もこれ からの動 物園が 担う役割 のひと つです︒ 血統登 録して︑ 内外の 動物園 が連携し て繁
殖を行 うネット ワーク を構築し ていま す︒種 によって 多くの 赤ちゃん を生み ︑将来︑ その
計画﹂ の完成 はまだ ３分の１ ︒大阪 市の財政 が厳し い中︑企 業スポ ンサ

ペアの 子孫が 多くなる のを防 ぐため出 産を制 限するこ ともあ ります ︒
現在﹁ ＺＯＯ

春 子とラ ニー博子

か ら来園 しました ︒春子 は推定年 齢が

歳です ︒一方の ラニー 博子︵推 定

歳 ︶は大阪 万
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年の小谷信浩さんにお話を伺いました ︒﹁ゾウは神経質で賢い性格ですが︑心

ビスは 心得て いて︑子 供らが 来ると愛 嬌を振 りまい てくれま す︒
大阪の 都心部 にあり ︑多くの 人が思 い出を持 ってい る天王寺 動物園 ︒

世 紀に入り ︑家

訣にな ってい るのかも 知れま せん︒そ んな春 子とラニ ー博子 ですが︑ ２頭と もファ ンサー

ラニー 博子が気 を遣っ ている様 子もあ るとか ︒雌同士 の気の 張り合い が春子 の長生き の秘

ゾウ舎内 では柵 を置い て接触を 避ける ようにし ていま す︒しか し︑春 子が体 調を崩す と︑

時に鼻の取り合いや耳をひっぱり合いをすることがあるので ︑２頭を分けて飼育しており︑

らいじめられたのだそうです︒今は立場が逆転し︑ラニー博子の方が優位になりましたが︑

同 居の当 初︑ラニ ー博子 はまだ小 さな子 ゾウだっ たので ︑当時 のリーダ ーであ った春子 か

ラニー博子は日本に来る前︑母ゾウを目の前で殺されたという辛い経験を持っています︒

その ため︑ ゾウ舎 の中に入 る時は ２人で入 るのが 鉄則なの だそう です︒

ゾウ が本当 に心を開 いてい るか読め ずに︑ 親しく 接すると 大けが をするこ とにな ります︒

ものをそのままにしておくと︑自分が勝ったとの優越感を持ちもう壊さなくなるそうです︒

物で ゾウ舎の 据え付 け物を鼻 で壊し た後︑ 修理する とまた 壊したり するの だとか︒ 壊した

えなけ れば一 人前の ゾウの飼 育員に なれませ ん︒ま た︑ゾウ はたい へん賢 くて︑器 用な動

ゾウは ︑新米 の飼育員 が来る と鼻水を かけた りして ︑いじめ るそう です︒そ れを乗 り越

まで８ 年の年月 がかか ったそ うです︒

を開く には時間 がかか ります﹂ と小谷 さん︒春 子に何 とか気 を許して もらえ るように なる

飼育 員 歴

博 ︵１９ ７０年 ︶の時︑ インド 政府から 寄贈さ れました ︒この ２頭の 暮らしぶ りにつ いて
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の 人気は ２頭の雌 アジア ゾウです ︒春子 は１９５ ０年に 大阪の貿 易商か ら寄贈 され︑タ イ

現 在︑天王 寺動物 園には約 ２１０ 種９０ ０点の動 物を飼 育展示し ていま す︒中で も一番

天王 寺動物 園の人 気者

呼び かけたり ︑ふる さと納 税による 基金も 募集して います ︒

ーへ働きかけたり ︑﹁天王寺動物園サポーター制度﹂を発足させ︑一般からの資金提供を
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楽し み方が 広がって います ︒春の行 楽に訪 れてみて はいか がでし ょうか︒

族の リクリエ ーショ ンや気持 ちのリ フレッ シュ︑動 物の生 態や地球 環境の 学びの場 など︑
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天王 寺動物 園
大 阪市天王 寺区茶 臼山１ ０ ６・６７ ７１・ ８４０ １

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

108

掲載 の 記 事・ 写 真 ・イ ラ ス ト等 の 全 ての コ ン テ ンツ 無 断 複写 ︑ 転 載を 禁 じ ます ︒
︵ 株︶ フ ァ ッシ ョ ン ビジ ネ ス ・御 堂 筋 新聞

-3-

TEL

