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はじめに

日本におけるチンパンジー Pan troglodytes
の飼育は，1926 年に始まった（高島，1955）。

88 年が経過した 2014 年 3 月 31 日現在，日本

国内には 323 個体のチンパンジーが，51 施設

で暮らしている（WEB サイト「大型類人猿情

報ネットワーク（GAIN）」<http://www.shigen.
nig.ac.jp/gain/>（2014 年 3 月 31 日アクセス）

より）。

日本におけるチンパンジーの飼育の歴史に

関しては，国内血統登録書の情報をもとに，

第 2 次世界大戦後の個体群動態や 2006 年時点

での状況について報告がある（落合 - 大平ら，

2006）。その報告の後，日本のチンパンジーの

飼育体制を大きく変化させる出来事が起こっ

た。第 1 に，2006 年秋に，チンパンジーを用

いた医学感染実験が停止した（平田ら，2012；

松沢，2013）。それに続き，2007 年に日本で初

めてのチンパンジーのための「サンクチュア

リ」が作られた（Morimura et al., 2011）。当時，

国内最多の飼育個体を保有していた医学研究

施設が，飼育目的を認知・福祉研究目的へと

改めることとなった。第 2 に，2012 年に，医

学研究施設に残った最後の 3 個体が認知・福

祉研究目的のサンクチュアリへと移動した（松

沢，2013）。これにより，医学研究目的の施設

で飼育される個体はゼロになった。日本にお

ける，チンパンジーを用いた実験医学研究の

44 年間の歴史はその幕を閉じた。

本稿では，近年のこのような出来事を受け，

日本におけるチンパンジー飼育の歴史的変遷

について振り返ってみたい。日本におけるチ

ンパンジーの飼育目的および 1 施設あたりの

飼育個体数に着目した。国内の飼育下個体群

の全体像をより正確に把握し，個体群の維持

管理や動物福祉に役立てることを目的とする。

方法

2013 年 12 月 31 日までに GAIN データベー

スに登録されたチンパンジー全 972 個体分の

情報を用いて分析をおこなった。登録された

個体情報は，公益社団法人日本動物園水族館

協会の生物多様性委員会の発行によるチンパ

ンジー国内血統登録書をベースに，GAIN の独

自調査により得られた飼育施設や資料の情報

を合わせたものだ。このデータベースをもと

に，チンパンジーの飼育が開始された 1926 年

以降の各年の 12 月 31 日時点における，飼育

施設ごとの飼育個体数を算出した。正確な飼

育期間が不明な個体は確実に在籍した期間の

み算入した。

飼育目的別の個体数の変遷をみるために，

各飼育施設をその主たる目的により 4 区分し

た。 (1) 展示目的（動物園や水族館，サーカス，
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観光施設，動物プロダクションなど），(2) 認知・

福祉研究目的，(3) 医学研究目的，(4) その他

の目的（動物商や一般家庭でのペットとして

の飼養など）のいずれかに分類をおこなった。

以上の区分により，飼育目的別の個体数を年

ごとに集計した。

また，飼育個体数の変遷に影響を及ぼす要

因として，各年の増加個体数についても調べ

た。海外から輸入された個体についてはその

輸入年を，国内で出生した個体についてはそ

の生年を調べ，年ごとに集計し，各年の増加

個体数を算出した。

1 施設あたりの飼育個体数については，各

年の 12 月 31 日時点における個体数により，1

個体，2個体，3個体，4個体，5個体，6個体

以上 10 個体以下，11 個体以上 20 個体以下，

21 個体以上の 8 区分に分類し，年ごとに集計

した。また，この結果をもとに，少数個体（1

施設あたり 5 個体以下）を飼育する施設の割

合の歴史的変遷について調べた。

結果

飼育目的別の個体数の変遷
飼育目的別の個体数の変遷を図 1 に示した。

日本におけるチンパンジーの飼育の歴史は，

1926 年に始まった。外国人がペットとして連

れてきたチンパンジーを動物商が購入し，自

宅で飼育したものが最初である（毎日中学生

新聞編集部，1950；高島春雄，1955）。この「太

郎」という個体は，1927 年に大阪市天王寺動

物園に移動し，展示目的で飼育されたが，短

期間で死亡した。これにより，いったん日本

からチンパンジーの姿が消えた。1931 年に動
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図 1	 飼育目的別の個体数の変遷。各年の 12 月 31 日時点における飼育施設ごとの飼育個体数を，展示目

的（動物園や水族館，サーカス，観光施設，動物プロダクションなど），認知・福祉研究目的，医

学研究目的，その他の目的（動物商や一般家庭でのペットとしての飼養など）に分類し，集計した。 
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物園等における展示目的でチンパンジーの飼

育は再開（天王寺動物園のリタ）し，以後は

途切れることなく現在まで飼育が続いた。第 2

次世界大戦後の 1945 年には 1 個体（名古屋市

東山動物園のバンブー）まで減少するが，

1951 年よりふたたび，動物園等での展示目的

で飼育された個体を中心に個体数が増加した。

戦後の復興期や高度経済成長期にみられた「動

物園ブーム」（石田，2010；市民 ZOO ネットワー

ク，2004）で動物園数が増加するのにともない，

展示目的の個体数も増加傾向が続いた。展示

目的の個体数は 1932 年以降のすべての年で最

多の区分であり，1990 年代まで増加傾向にあ

る。2002 年末に最多の 256 個体となったが，

2000 年代以降は個体数の大きな変化は見られ

なかった。

認知・福祉研究目的の飼育は 1968 年に京都

大学霊長類研究所の 1 施設 1 個体（レイコ）

から始まった。1977 年から少しずつ個体数が

増加し，以降，2006 年末まで 20 個体以内の範

囲で推移した。京都大学以外にも，大阪大学

（1981 ～ 1991 年）や林原類人猿研究センター

（1999 ～ 2012 年）での飼育もおこなわれた（林
表 1 

日本におけるチンパンジーの飼育や研究，保全，福祉に関わる主要な出来事 

 

年 チンパンジーに関する出来事 

1927 動物園における飼育が始まる（天王寺動物園「太郎」） 

1945 終戦時，1 個体のみ生存（東山動物園「バンブー」） 

1951 戦後の動物園ブームの始まりとチンパンジー輸入の再開 

1968 京都大学霊長類研究所において，研究施設における初めての飼育が始まる 

1974 実験医学研究を目的とした飼育が東京大学で始まる 

1975 肝炎ワクチン開発研究目的での輸入が開始，1986 年までに 151 個体以上が輸入される 

1978 京都大学霊長類研究所で「アイ・プロジェクト」が始まる 

1980 ワシントン条約を日本が批准 

1995 日本で初めてのチンパンジーのための 3 次元構造物（高さ 8m）が京都大学霊長類研究

所に設置される 

1998 SAGA（アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する集い）結成 

2002 GAIN（大型類人猿情報ネットワーク；2004 年～）の基盤となる「チンパンジーフィ

ージビリティスタディ」が活動開始 

2006 チンパンジーを用いた実験医学研究が停止 

2007 三和化学研究所・熊本霊長類センターが，医学研究を目的としない「チンパンジー・サ

ンクチュアリ・宇土」に変更、ただし場所や飼育個体の変化はなし 

2008 京都大学に希少野生動物の保全を目的とする野生動物研究センターが発足 

2011 「チンパンジー・サンクチュアリ・宇土」が京都大学に移管され、野生動物研究センタ

ー・熊本サンクチュアリとして発足 

2012 医学研究施設で飼育されるチンパンジーがゼロになる 

（注：朝日新聞社社会部，1977；石田，2010；松林，1993；松沢，2013；Morimura 

et al., 2011；落合ら，1999；落合ら，2006；大阪市天王寺動物園，1985；市民 ZOO

ネットワーク，2004；杉山，1985，より作成）  

表１　日本におけるチンパンジーの飼育や研究，保全，福祉に関わる主要な出来事
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原類人猿研究センター，2007，2013）。なお，

京都大学や大阪大学で最初期に飼育された個

体は，主として形態や歩行に関する研究目的

だった（Kumakura，1989）。浅野ら（1975）の

研究などのように認知・福祉研究にも用いら

れてきた。いずれも，医学研究目的の場合と

比較して侵襲性がきわめて低い研究であった

ことから，便宜上この区分に含めた。その後，

2007 年末には過去最多の 98 個体となった。こ

の急な増加は，後述する医学研究目的から認

知・福祉研究目的への転換によるものである。

医学研究目的の飼育は 1974 年に始まった。

1970 年代後半より医学研究目的の個体数は大

きく増加し，それにともない国内個体群全体

の急な成長が見られた。医学研究目的で飼育

された個体のほとんどすべてが，アフリカか

ら直接輸入された野生由来のもので，各種肝

炎ウイルス研究の対象とされ，侵襲的医学実

験に供された（福井，1987；平田ら，2012；

松林，1993；杉山，1985）。医学研究目的の個

体数は 1995 年末の 139 個体が最大だった。

1995 年末は，全体の個体数も 397 個体で最大

だった。その後，医学研究施設で飼育される

個体は，2006 年末の 82 個体から 2007 年末に

は3個体に激減し，2012年には0個体になった。

1974 年から 2012 年までの 38 年間の間に医

学研究施設で飼育された個体は，判明してい

る限りで205個体だった。少なくとも8施設（飼

育開始の早い順に，東京大学，東北大学，東

京都臨床医学総合研究所，化学及血清療法研

究所，三和化学研究所，ミドリ十字研究所，

北里大学，千葉県血清研究所）において医学

研究目的で飼育された。

日本におけるチンパンジーの飼育や研究，

保全，福祉に関わる主要な出来事を表 1 に示

した。2007 年の認知・福祉研究目的と医学研

究目的における大きな変化は，三和化学研究

所・熊本霊長類センターから，京都大学霊長

類研究所の運営協力による「チンパンジー・

サンクチュアリ・宇土」に転換したことによ

るものだ（森村ら，2010）。同施設のすべての
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図 2	 増加個体数の変遷。海外から輸入された個体についてはその輸入年を，国内で

出生した個体についてはその生年を調べ，年ごとに集計し，各年の増数とした。



チンパンジー飼育の変遷 151

チンパンジーの飼育目的が，医学研究から認

知・福祉研究へと切り替わった。2011 年に「チ

ンパンジー・サンクチュアリ・宇土」は京都

大学野生動物研究センター・熊本サンクチュ

アリに転換した（Morimura et al., 2011）。2012

年 5 月 15 日に，最後まで某医学研究施設で飼

育された 3 個体が「熊本サンクチュアリ」へ

移動し，日本におけるチンパンジーを用いた

医学研究が完全に終了した（平田ら，2012）。

その他の飼育目的としては，動物商や一般

家庭などで散発的な飼育が見られたが，最多

時でも 4個体だった。1960 年代から 1970 年代

にかけてのものは主に一般家庭でペットとし

て，1980 年代以降のものは主に動物商で飼育

される個体だった。これらその他の目的の個

体は 1997 年以降確認されていない。

増加個体数の変遷を図 2 に示した。2013 年

12 月 31 日までに日本に在籍した総数 972 個体

のうち，国内で出生した個体は 471 個体，海

外から輸入された個体は 501 個体だった。た

だし，輸入個体のうち 36 個体は輸入年不明の

ため図2からは除外した。第2次世界大戦前は，

海外から輸入された個体で個体群は構成され

ていた。輸入は 1941 年に一時途絶えたのち

1951 年に再開し，1961 年まで輸入に依存した

個体数の増加が続いた。輸入数のピークは

1980 年の 49 個体，2 番目のピークは 1983 年

の 31 個体だった。その後の輸入個体数は減少

し，1995 年から 1998 年の期間と，2001 年以

降には輸入は見られなくなった。出生は 1940

年に最初の例があるが死産であり繁殖成功と

はならなかった。1962 年の出生例が日本初の

図 3  
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図 3	 1 施設あたりの飼育個体数の変遷。各施設の飼育個体数を，1 個体，2 個体，3 個体，4 個体，5 個体，

6個体以上 10 個体以下，11 個体以上 20 個体以下，21 個体以上の 8群に分類し，年ごとに集計した。
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繁殖成功である。以後は毎年出生が見られた。

出生数が輸入数を初めて上回ったのは 1981 年

だった。1970 年代までの個体数の増加は輸入

に依存した部分が大きかったといえる。1984

年以降はその割合の増加が目立つようになり，

2000 年の輸入を最後に，以後の個体数増加は

国内出生個体のみで維持される状態となった。

1 施設あたりの飼育個体数の変遷
1 施設あたりの飼育個体数の変遷を図 3 に

示した。飼育施設総数について，第 2 次世界

大戦前は最多でも 4 施設だけだったが，1951

年の輸入再開より，ふたたび増加を始めた。

1960 年代から 1970 年代にかけての期間で飼育

施設数はほぼ倍増した。この期間に増加した

施設の中には，1970 年代に飼育を始めた医学

研究施設 5 施設も含まれる。1987 年末には飼

育施設数が最多の 69 施設となった。

1 施設あたりの飼育個体数の変遷をみると，

戦前は最多でも 5 個体を飼育する施設が一つ

（天王寺動物園）あったのみで，ほとんどの場

合が少数飼育だった。1963 年に初めて 6 個体

以上を飼育する 2 施設（多摩動物公園と神戸

市立王子動物園）が登場した。そこで，1施設

あたり 5 個体以下のものを少数飼育施設と便

宜的に定義する。第 2次世界大戦後の，5個体

以下を飼育する施設の割合および 1 個体のみ

を飼育する施設の割合の変遷を図 4 に示した。

1963 年以後，5 個体以下の少数飼育施設の割

合は減少している。飼育施設数が最大の 1987

年末時点で，5 個体以下の少数飼育施設は 52

施設（75％）あり 123 個体（36％）がそれら

の施設で飼育されていた。最新の 2013 年末に

は5個体以下の少数飼育施設は31施設（61％），

飼育個体は 81 個体（27％）まで減少した。1

個体のみを飼育する施設数それ自体は減少し

ている。ただし 1970 年代以降，割合では大き

な変化は見られなかった。

図 4	 少数飼育施設の割合の変遷。図 3 の結果より，5 個体以下を飼育する施設の割合

および 1個体のみを飼育する施設の割合の変遷を図 4に示した。
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考察

飼育目的別の個体数の変遷
日本におけるチンパンジーの飼育の歴史は，

動物園等での展示目的から始まった。第 2 次

世界大戦前は輸入も難しく，限られた動物園

のみで“珍獣”として扱われ飼育されていた

ことが想像される。医学研究目的での飼育が

始まる 1970 年代までは，動物園やショーなど

展示目的の個体の増加が，全体の個体数を増

加させる主な要因だった。展示目的の個体数

は，1990 年代以降大きな変化が見られない。

これは，現在，動物園等が収容できる個体数

が飽和状態になっていること，施設数そのも

のも飽和状態になっていることを示している

と考えられる。さらに，1990 年代後半にはチ

ンパンジーの亜種が注目され，亜種間雑種個

体の扱いに関する問題が議論され始めた（篠

田ら，1998；篠田ら，2003）。亜種間雑種を作

らないという傾向があることも個体数増加の

停止に影響していると考えられる。

1970 年代後半からの個体群の急成長は，医

学研究目的の個体の輸入による影響が大きい。

特に，輸入数のピークとなる 1980 年はワシン

トン条約の批准を受けた直前の“駆け込み輸

入”の影響が考えられる。輸入個体数が 2 番

目に多い 1983 年はワシントン条約の批准後で

あるものの，研究目的として医学実験用に許

可された大量輸入の影響が指摘されている（福

井，1987；松林，1993；杉山，1985）。医学研

究目的で飼育される個体は，ピーク時の 1995

年末には 139 個体いた。それが 2006 年には 3

個体に減少し，2012 年には完全に消滅した。

これは，表 1 に示した医学感染実験や侵襲的

医学研究の停止を目的の一つに掲げた SAGA
（アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援

する集い）の結成に象徴される，動物福祉や

保全に対する意識の高まりによる影響だと推

察される（平田ら，2012）。

1975 年以降，医学研究目的で輸入されたチ

ンパンジーは 150 個体以上いた（福井，1987；

松林，1993）。しかし，そのなかには情報不足

のため GAIN に未登録の個体が残っていると

推察される。今後も情報収集をおこない，医

学感染実験に使用されたチンパンジーの正確

な実態の把握に努めたい。

本稿では，動物商あるいは一般家庭でのペッ

トとして飼育されるチンパンジーは，その他

の目的としてまとめた。このような場所での

飼育経歴は，情報が残らず，不明な部分や明

らかにされないことも多い。実際には，今回

の結果よりも多くの個体が存在していた可能

性がある。しかし，1996 年以後，このような

個体は登場しない。これは，一般家庭でペッ

トとして飼育されなくなっただけでなく，個

体の移動に動物商を介さず，飼育施設同士で

各種個体情報が付帯した状態で個体のやり取

りがおこなわれていることを示している。チ

ンパンジーを“商品”としてではなく，飼育

施設間の責任と信頼のもとに移動させるよう

になった。これは，個体の由来を把握し，国

内の血統を管理するうえでも重要なことだ。

これには日本動物園水族館協会によって 1983

年に着手された国内血統登録書の整備による

影響が大きい（吉原耕一郎，1999）。

1980 年および 1983 年の大量輸入後も少数

の個体の輸入がみられた。これらは，動物園

等での展示を目的とした海外の動物園由来の

個体だった。そうした輸入も 2000 年が最後と

なった。2001 年以後は国内繁殖のみが増加の

要因となった。海外から新規の個体の導入が

難しく，今後いっそう国内の血統管理計画が

重要である。

2014 年 3 月 31 日時点において，日本のチ

ンパンジーは，その 78％が動物園等で，22％

が認知・福祉研究施設で飼育されている。こ

の割合を欧米と比較してみたい。ヨーロッパ

の個体群はヨーロッパ動物園水族館協会

（EAZA）のチンパンジー血統登録書 2009 年版

（Carlsen，2009）を，アメリカの個体群は

「ChimpCARE」<http://www.chimpcare.org/>
（2014年3月31日アクセス）を参考に算出した。
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ヨーロッパでは 1032 個体のチンパンジーの

うち 86％が展示等の目的で，14％が「サンク

チュアリ」などと呼ばれる福祉施設（ペット

やショービジネス，医学研究などからリタイ

アした個体を引き取って飼育する施設）で飼

育されている。

アメリカでは 1866 個体のうち 17% が展示

等の目的で，34％が福祉施設で，45％が医学

研究施設で，3％がその他の目的で飼育されて

いる。アメリカでは国内に生存するすべての

個体を把握できておらず，ペットなどとして

民間で飼育される個体も多く存在するようで

ある。

これら欧米と比較すると，日本では全個体

数の約 4分の 1を非侵襲的な研究施設で認知・

福祉研究を目的に飼育している。この現状は，

日本の特徴的な点だと言える。1968年に始まっ

た霊長類研究所でのチンパンジー飼育と，そ

こでおこなわれてきた認知・福祉研究の存在

が大きい。また，日本において国内血統登録

書や GAIN などの全個体情報の集約システム

が達成できたことや，SAGA の結成やサンク

チュアリの発足が，こうした変化に大きな役

割を果たしたことと評価できるだろう。

すでに，国内の個体群は動物園等および認

知・福祉研究施設の 2 タイプの施設での繁殖

により維持されている。認知・福祉研究施設

で飼育される医学研究施設出身の個体は，野

生由来の個体も多く，動物園等で飼育される

個体と血縁がない場合も多い。事実上，こう

いった個体が現在の国内個体群の遺伝的多様

性を高めているといえる。日本が保有するチ

ンパンジーの遺伝的多様性を保持していくた

めには，飼育の目的に関わらず，施設間のよ

り密接な連携が必須だと考えられる。

1 施設あたりの飼育個体数の変遷
1 施設あたりの飼育個体数は経年的に増加

傾向にある。施設数は 1987 年末に最多の 69

施設となりそれ以降は減少傾向にあるため，

その影響も考えられる。しかし，施設数とい

う分母が減ったからというだけでは説明でき

ない。実際に，5個体以上を飼育する施設数自

体が増加している。したがって，グループ飼

育の重要性が広く認識されてきたことは確か

だろう。

1 施設あたりの飼育個体数は確かに増加し

ているが，留意点もある。複数個体を飼育す

る施設であっても，小グループに分けて飼育

している場合や，個別ケージでの単独飼育を

おこなっている場合が存在している。また，1

施設あたり 1 個体のみで飼育されている例も

依然として見られ，10% 前後の割合で，1970

年代頃から大きく減ってはいない。しかしこ

のような個体は，動物福祉の観点からもでき

るだけ複数個体で暮らせるよう集約すべきで

あると考えられる。チンパンジーには，他個

体との社会的な交流をもち，野生下での暮ら

しに近い飼育環境を提供するのが望ましい。

まとめ

日本におけるチンパンジーの飼育は，動物

園等での展示目的から始まり，動物園数の増

加とともに国内の飼育個体数も増加した。

1970 年代に始まった医学研究が，その後の急

な個体数の増加につながった。その後の動物

福祉に対する意識の高まりを受けて，2007 年

に認知・福祉研究目的の個体数が急増し，

2012 年には医学研究目的の個体数がゼロに

なった。

飼育の目的および 1 施設あたりの飼育個体

数の変遷から，日本におけるチンパンジーに

対する動物福祉や保全の意識の高まりや，個

体や血統の管理体制が整備されてきているこ

とが推察された。いっぽう，海外からの輸入

に依存できないことや，少数飼育が今も一定

数存在している現状も再確認できた。絶滅危

惧種であるチンパンジーの日本国内における

個体群の維持，ひいては生息域外保全や動物

福祉の向上のため，施設間の連携による飼育

管理計画や効果的な群れづくりがよりいっそ
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う求められていると考えられる。
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Chimpanzees were first kept in captivity in Japan in 1926. The Great Ape Information Network (GAIN) collated 
historical and current data on all chimpanzees housed in Japan between 1926 and 2013 (972 individuals). GAIN 
has made this information available on an open-access database, with a record for each chimpanzee. Aims of this 
resource are to promote and inform good scientific research, welfare, care, and management of captive 
chimpanzees in Japan. This review presents quantitative data on the number of chimpanzees housed in each 
facility-type, number of individuals per facility, and increases in the number of individuals (imported historically 
or born in Japan). Facilities were categorized according to purpose: 1) zoo exhibition and/or entertainment, 2) 
cognitive/behavioral studies, 3) biomedical, and 4) other (animal dealer or privately-owned as pets). By the 1970s, 
chimpanzees housed in captivity increased with the number of zoos. Many wild chimpanzees were imported from 
Africa for use in invasive biomedical studies in around 1980. Japan ratified CITES in 1980. The captive population 
peaked in the 1990s, before decreasing. Field studies and laboratory-based cognitive investigations of chimpanzees 
in the 1990s and 2000s swayed public opinion against biomedical use. In 2006, invasive study of chimpanzees in 
Japan was severely limited and, by mid-2012, completely stopped. Ex-biomedical chimpanzees were assigned to 
cognitive and welfare studies. Since the 1987 peak in number of facilities, number of chimpanzees housed per 
facility has generally increased. The GAIN database has tried to facilitate increasing awareness of the vital 
importance, to good welfare, of housing chimpanzees within social groups. On 31st March, 2014, there were 323 
chimpanzees in 51 facilities. Data provided by GAIN, and summarized in this paper, will hopefully aid the 
establishment of an action plan for good welfare, care, management and reproduction strategies to develop a self-
sustaining population of captive chimpanzees in Japan.   
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