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日本モンキーセンター略史

　財団法人日本モンキーセンター（JMC）は，1956 年

10 月 17 日に愛知県犬山市の栗栖に研究所として設立さ

れた。第二次世界大戦後の混乱が落ち着き始めた頃，

日本の霊長類学の創始者である京都大学の故今西錦司，

河合雅雄，故伊谷純一郎らと東大の霊長類実験研究グ

ループが連携し，彼らの強い熱意と名古屋鉄道株式会

社（名鉄）の英断による快挙といっても過言ではない

だろう。当時としては希有な産学連携事業である。財

団の初代会長は第 16 代日本銀行総裁や幣原内閣で第 49

代の大蔵大臣を歴任した民俗学者の渋沢敬三，理事長

は日本の国立公園制度を確立した林学者の田村剛とい

うそうそうたる顔ぶれであった。

　翌 1957 年，JMC は愛知県登録第 2 号となる博物館登

録の認可を受け，国内で唯一の「博物館登録された動

物園」になった。また，「モンキー友の会」の会誌でサ

ルの愛護や研究現場の紹介を目的にした日本語雑誌「モ

ンキー」と，世界で最初の霊長類学英文学術誌

「PRIMATES」を刊行した（創刊号のみ和文誌）。1958

年には第一次アフリカ学術調査隊（今西，伊谷）を派

遣し，独立前のケニア，ウガンダ，コンゴ・レオポル

ドヴィル（現コンゴ民主共和国），カメルーンなどで調

査を行っている。また，1961 年に日本で初めてマウン

テンゴリラ 2個体を輸入したが，残念ながら肺炎によっ

て相次いで死亡してしまった。この時点で，JMC「世界

サル類動物園」の霊長類飼育頭数は約 50 種 500 頭近く

になっていた。ちなみに，1990 年 3 月には飼育種数が

最高の 94 種に達し，飼育頭数も 950 頭になっていた。

　1960 年，遊園地・犬山ラインパーク（1980 年に「日

本モンキーパーク」に改称）が JMC に併設され，1962

年には名鉄犬山遊園駅と動物園駅をつなぐ犬山モノ

レール（名鉄モンキーパークモノレール）線が開業した。

つまり，動物園と遊園地が合体した郊外型の娯楽施設

が誕生したのである。さらに，大阪万博の 1年前，1969

年には芸術家・岡本太郎による「若い太陽の塔」がモ

ンキーパークの 1 つのシンボルとして設置された。財

団法人 JMC は民間企業が経営する「日本モンキーパー

ク」に内包され，よりアミューズメント性の高い施設

へと変化していったのである。1974 年には年間の入園

者数が 100 万人を突破した。その一方で，1967 年に

JMC に隣接する敷地に京都大学霊長類研究所が設立さ

れ，多くの研究者が京都大学に移籍した。その結果，

1976 年には研究部が廃止され，若手のリサーチフェロー

によって研究活動は継続されていたものの，研究を推

進する博物館としての機能は低下した。

　JMC は稀少霊長類の導入，日本初の夜行性サルの展

示（1966 年），アマゾン学術調査隊の派遣（伊沢紘生，

佐藤正雄，1971 年），公開講演会など，「世界サル類動

物園」としてさまざまな活動を行ってきた。また，モ

ンキーパークもアトラクションを新設したり，流行の

キャラクターを呼んだりして集客に努めてきた。しか

し，時代の流れや国内各地でアミューズメント・パー

クが多様化したことで，入園者数に陰りが見え始めた。

友の会の会員は一千人を超え，創刊 10 年で 100 号に達

していた会誌「モンキー」だったが，コスト削減のた

め 2002 年に休刊に追い込まれた。2003 年からは運営母

体が名鉄の関連会社（（株）名鉄インプレス）に引き継

がれ，娯楽色を前面に打ち出す運営を続けていたが低

迷はとどまらず，2001 年まで 80 ～ 100 万人台で推移し

ていた入園者数は 2002 年以降徐々に減少し，2010 年に

はついに 50 万人台まで落ち込んだ。日本初の跨座式モ

ノレールとして注目された犬山モノレールも 2008 年に

廃線になった。
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公益財団法人日本モンキーセンターの誕生

　入園者数が減少したことで，名鉄及び関連会社は財

団法人としての動物園経営に危機感を募らせつつあっ

た。一方で，2008 年 12 月，一般社団・財団法人法が施

行され，これに伴って従来の財団法人は 2013 年 11 月

までに解散を強いられることになった。

　ところで，JMC の歴代所長や理事の一部は京都大学

の出身者が務めることが慣例となっていた。2010年6月，

当時 JMC 所長だった西田利貞（京大名誉教授）が急逝し，

後任として市川光雄（京大名誉教授）が所長職を引き

継いだ。このときの理事には，松沢哲郎と山極寿一が

京大の現役教授として名前を連ねていた。山極は京大

に移る前，最初の就職先として JMC のリサーチフェロー

を勤めていたことがある。

　入園者数の減少によって名鉄は JMC の存続に危機感

をつのらせ，その運営からの撤退を示唆していた。そ

れを受けて，所長の市川と理事の松沢，山極，それに

伊谷の 4 人がワーキング・グループを作り，JMC の今

後の運営方針について検討をはじめた。とは言え，選

択肢は限られている。つまり，財団を解散し遊園地・

動物園の複合施設として完全民営化（または一般財団

法人化して公益性の一部を継続）するか，あるいは遊

園地だけを残し動物園を解体（または動物園だけ他の

民間企業や機関に譲渡）するかである。

　モンキーパーク側は前者の方針を強く希望したが，

レクリエーションに主体を置く遊園地による運営は，

結局，動物園活動や動物そのものを圧迫することが目

に見えている。また，この方法では現状と何ら変わり

がなく，いずれ暗礁に乗り上げてしまうことは明らか

である。一方，後者の方法が可能なら，それは考慮し

うる選択肢かもしれない。しかし，実際には動物園解

体後に動物たちをどこへもっていくのか，またいまど

き採算の合わない動物園経営を引き受ける奇特な企業

や機関が現れるとは到底考えられない。いずれにして

も動物への大きな負担は避けることができず，非現実

的な策であると判断せざるを得なかった。

　最終的に，ワーキング・グループは JMC の登録博物

館としての責任と動物園としての使命を重視し，遊園

地を切り離して動物園単体で公益財団法人化するとい

う経営的に最も厳しい道を選択したのである。その後，

名鉄や関連会社との一年におよぶ交渉を経て，2013 年

10 月に内閣府へ公益財団法人への移行認定申請を行っ

た。2014 年 3 月 20 日，「一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成 18 年法律第 50 号）第 44 条」の規程

に基づき，JMC は内閣総理大臣より公益財団法人とし

て認定された。

　公益財団法人（公財）JMC の定款には，「霊長類等に

関する調査研究を基盤に，その保護と生息地の保全を

行い，社会教育・普及活動や図書等の刊行，標本等の

資試料の収集，さらには福祉に配慮した動物園の設置

及び経営等を通じて，学術・教育・文化の発展及び地

球社会の調和ある共存に資することを目的とする」と

記されている。つまり，これまで遊園地との複合経営

によってレクリエーションに傾いていた運営方針を立

て直し，国内唯一の登録博物館である動物園として「学

術・教育・文化」の発展に貢献することを主要目的と

しているのである。

　執行部は，理事長に尾池和夫（京都造形芸術大学学長，

元京都大学総長），常任理事として所長に松沢哲郎（京

都大学特別教授），博物館長に山極壽一（京都大学総長），

動物園長 / 事務局長に伊谷原一（京都大学教授）が就任

しオール京大という陣容でスタートした。しかし，こ

れは京都大学による JMC の運営を意味しているわけで

はない。あくまでも，それぞれ兼務という形で就いて

おり，定款に謳っている目的を実現するための布石で

ある。したがって，公財として行う事業も霊長類に関

する調査研究，保護・保全，環境教育と社会普及活動，

資試料の収集・管理，動物福祉，人材育成など，博物

館としての目的を達成するための項目を掲げている。

　遊園地と別経営になったことで入園料も変わった。

かつては，日本モンキーパークとしておとな 1,600 円，

こども 800 円の入園料で，その他にもワンデーパスポー

ト，年間入園フリー券，年間パスポート，団体料金な

ど細かい料金設定があった（遊園地のアトラクション

利用料金は別途必要）。また，多くの優待券や無料入園

券なども配られていた。しかし，公財化後は非常にシ

ンプルになり，高校生以上 600 円，小中学生 400 円，3

歳以上の幼児 300 円で，その他の料金設定や優待券配

布は全て廃止した。ただし，「友の会」に入会すれば 1

年間何度でも入園可能で，駐車料金も無料になる（年

会費：高校生以上 3,000 円，小中学生 2,000 円，幼児 1,000
円）。

　また，これまでは季節によるランダムな休園日がわ

ずかに設定されていただけだったが，公財化後は 5 月

と 10 月の繁忙期以外は毎週火曜日と水曜日を休園日と

した。2 月の厳寒期は土・日曜日と祝日以外の平日は全

て休園である。これによって開園日にはできない作業，

たとえば大幅な展示改修や故障箇所の修繕，動物福祉

に基づく環境エンリッチメントなどに取り組む時間が

確保されるようになった。さらに，フレックス労働制

を導入し，各自のその日の仕事量や内容によって，出勤・

退社時間を自由裁量できるようにした。
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日本モンキーセンターの改革

　2016 年 3 月現在，JMC には 65 種・922 個体の霊長類

が飼育されている。これは霊長類に関して世界最大の

コレクションであり，まさに「世界サル類動物園」と

いわれる所以である。来園者は，「リスザルの島（ボリ

ビアリスザル）」や「Wao ランド（ワオキツネザル）」（図

1）でサルたちと同じ空間に身を置き，間近から彼らを

観察することができる。ジェフロイクモザルが来園者

の頭上に渡された吊り橋に尻尾でぶら下がり（モン

キー・スクランブル・スカイウェイ），シャマンが大声

を発しながら高所をブラキエーションで移動していく

（モンキー・スクランブル・スカイループ，図 2）。

　こうした素晴らしい展示がある一方で，コンクリー

トと金網で仕切った檻が並ぶモンキーアパート（図 3）

やコンクリートのサル山（図 4）など，近代動物園とし

てとても胸を張ることのできない施設も目立つ。公財

化直後，環境エンリッチメントが施された展示はほと

んどなかった。檻の中は何もない殺風景な冷たい空間

で，そこに過密すぎるほどにサルたちが詰め込まれて

いる展示もあった。

　しかし，公財化して 2 年が経過したいま，牢屋のよ

うだった展示施設が少しずつ変わりつつある。もちろ

ん施設がリニューアルされたわけではない。5 人の外部

アドバイザーから助言を受けながら，スタッフの自助

努力によって，檻の中にはロープやハンモックが吊り

下げられ（図 5），園内にある雑木林から切り出してき

た木々や竹が獣舎に差し込まれ（図 6），自作のフィー

ダーが取り付けられ（図 7），場所によっては植樹され

たり床におがくずが敷きつめられたりしている。多く

の霊長類は樹上生活者であり，彼らが三次元空間を利

用する行動特性を引き出しているのである。環境エン

リッチメントへの積極的な取り組みは，スタッフの動

物観察眼を養い，さらにそれが飼育技術の向上へとつ

ながっている。

　2016 年の申年，JMC は 10 月 17 日に設立 60 周年を迎

図 1　Wao ランド 図 3　モンキーアパート

図 2　モンキー・スクランブル・スカイループ 図 4　コンクリートのサル山
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える。少しずつ変わりつつある JMC であるが，日本霊

長類学会の準機関誌にもなっている「PRIMATES」の刊

行は継続している。また，日本霊長類学会発足後，シ

ンポジウム形式で行ってきた「プリマーテス研究会」

であるが，公財化を契機に新たなスタートを明示し，

学術集会として位置づけるために，創設時の学会形式

に戻した。同研究会の開催日は，毎年 1 月最後の土・

日曜日に固定し，第59回は2015年 1月 31日～2月1日，

第 60 回は 2016 年 1 月 30 ～ 31 日に開催された。研究

や教育を活動の柱に据える JMC にとって，こうした伝

統を引き継いでいくことには大きな意義があるだろう。

　その一方で，博物館としての新たな試みにも取り組

んでいる。これまであった学芸員やリサーチフェロー

を複合させ，学術部長に友永雅己（京都大学教授）を

置いてキュレーターというポストに変更した。一般に，

キュレーターとは博物館の学芸員を指すが，国内の博

物館ではその役割が不明確な場合が多い。JMC では，

キュレーターがそれぞれの専門分野の研究はもちろん，

展示開発，教育普及，アウトリーチ，マスコミ対応，

イベントの実施，出版物の刊行，ホームページの更新・

管理，自己評価，外部研究者の受け入れ対応など，博

物館としての多様な役割を担っている。2016年4月現在，

6 名のキュレーターが勤務している。また，2016 年 6

月には休刊していた雑誌「モンキー」が復刊する予定

である。単なる JMC の報告や友の会の会誌ではなく，

霊長類学からワイルドライフ・サイエンスについて学

際的かつ一般的な読み物を目指す。フリー・ペーパー

ではなく有料とするが，出版費の一部は京都大学霊長

類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学

院（PWS）から支援される。伊谷が編集長，友永が副

編集長を努め，JMC キュレーターと PWS 支援室による

編集委員会がすでに始動している。

　このほかにも，「モンキーカレッジ」改め「京大モン

キーキャンパス」という6名の講師によるリレー講演会，

PWS が主宰する「東京フォーラム」への参加，「東京丸

の内キッズジャンボリー」への協賛，京都大学霊長類

研究所との共催による「京大日曜サロン」や，野生動

物研究センターとの共催による「動物園学セミナー」，

友の会会員を対象にした国内他施設やフィールドの視

察，写真展，写生大会，サマーキャンプなど，多彩な

活動を展開している。

　そして，何よりも大きな成果を見せ始めているのが

生息地研修である。この 2年間で，飼育職員はもちろん，

キュレーターや事務職員を含む全てのスタッフが，天

然記念物に指定されている宮崎県の幸島と世界遺産で

ある鹿児島県の屋久島で野生ニホンザルを観察した。

生息地ではないが，他の飼育施設から学ぶことを目的

に，チンパンジー 58 人と国内で唯一ボノボ 6 人を飼育

する熊本サンクチュアリでの研修も行った。これらは

図 6　獣舎に差し込まれた竹

図 5　獣舎内に設置された消防ホース製ハンモック

図 7　自家製のフィーダー
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いずれも京都大学野生動物研究センター（WRC）の附

属施設で，同センターや霊長類研究所との連携事業で

ある PWS の支援を受けて実現している。

　同時に，タンザニア，ボルネオ，アマゾンなどの海

外フィールドでの研修も行っている。野生のサルたち

が棲む生息地に出かけることで，サルたちを観察する

だけでなく，その環境を目の当たりにし，音を聞き，

臭いをかぎ，全身で野性を感じると共に，異文化への

理解を深めることが大切である。そうした実体験が，

やがては飼育環境の改善に活かされるし，環境教育と

いう形で一般社会への還元にもつながるだろう。生息

地研修は今後も継続していかなければならない。

　この 2 年間で最も苦労したことは老朽化した施設・

設備の修繕に追われたことである。ほとんどの施設・

設備が建設・設置後 30 年以上経過しており，水道管が

破裂したり電源が落ちたり，さらには動物が逃亡する

危険性が生じるものなどが少なくない。また，上述し

たように，時代遅れの獣舎も数多くある。今後は，サ

ルたちの生活，来園者の満足度，そして飼育作業性と

いう 3つの異なる要素をカバーできる，長期展望に立っ

た施設へのリニューアルが求められる。また，博物館

として多様な仕掛けを施した教育効果の高い展示開発

も必須であろう。

　公益化に伴う大型の寄付と入園料等（公益収益）に

よって当面の運営は可能である。研究教育活動面での

PWS のサポートも大きい。しかし，ハード面の改修に

は膨大な費用を要し，公財であるが故に収益事業に取

り組むことができないことから，まとまった資金を調

達することが難しい。今後は，寄付の拡大，集客とリピー

ター確保，会員の拡大，イベント開催，他機関との連

携など，公財としての利点を活かした事業を展開し，

少ずつしでも施設改修に着手しなければならない。そ

のためには，JMC だけでなく犬山市，名鉄，名鉄イン

プレスなどとも協力し，話題性や集客に向けて地域全

体の活性化を見据えた活動が必要になるだろう。

　公財化後の JMC の入園者数は2014年度が147,523人，

2015 年度が 154,378 人だった。2014 年度は特別優待券

や無料入園券がまだ有効だったことを考えると，2015

年度は有料入園者数が純粋に伸びたことになる。とは

言え，モンキーパーク時代の数には到底及ばない。国

内唯一の登録博物館である動物園として，「サルを知る

ことは人間を知ること」「動物園は野生への窓」という

信念を堅持しながらも，入園者数の倍増に向けて努力

していきたい。
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