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座談会：日本文化と調和した動物園 

－到津の森公園 岩野俊郎園長を囲んで－ 

 

日時：平成 23 年 12 月 28 日（水）10：00〜12：00 

場所：到津の森公園 

出席者：到津の森公園 岩野園長 

    平井、伊津、鎌田、西田、大方、宮川、Cruz、白木、堀 

（「むなかた電子博物館」運営委員及び事務局スタッフ） 

 

1. ヨーロッパの真似をした動物園はうまくいかない 

伊津：本日は年末のお忙しい中、岩野園長には座談会の時間を作っていただきありがとうござい

ます。皆さんご存じだと思いますが、簡単に岩野園長から自己紹介をお願いいたします。 

岩野：私がここに来たのは昭和 47 年（1972 年）の 12 月で、40 年近くここにいます。到津遊園

の時は獣医をしておりました。1998 年に園長になりましたが、その時に到津遊園が閉園するとい

う話を聞きましたので、私が到津遊園の 後の園長となりました。閉園までの 2 年間は、動物の

移動を担当していました。新しい園になった時に、小さな園だし、動物園内部を良く知っている

ので、園長にならないかという話をいただき、西鉄の社員から市の外郭団体の職員に身分を移し、

今に至っています。そうすると園長歴が 14 年くらいになります。 

 園長になって感じたのは、「動物園は変わった」ということです。到津の森公園を立ち上げた時、

この園は、よこはま動物園ズーラシアの小型版で面白みのない動物園だと思いました。しかしそ

うは思ったものの、引き受けたからにはただ管理するだけでなく、他の動物園と違うものを目指

してやっていきたいという意識がありました。そういった意味では、他の動物園にないもの、例

えばここの景観や北九州の人柄も合わせて、新しい動物園、公園を作っていきたいと思いました。 

 そのためには何をしたらいいかというと、私はソフトの充実だと思いました。「戦う動物園、旭

山動物園と到津の森公園の物語」（中央公論新社、2006 年 7 月）でも書きましたが、動物園は動

物がしていることですが、結局は人が運営しているので、そこにいかに人が介在していくかとい

うことが大事です。動物のためだけに運営しているのではなく、人に見ていただくわけですから、

そういった意味では、人のために人が作る動物園をやっていきたいという思いでこの 14 年間やっ

てきました。 

 私たちにとっての動物園は、みなさんが思っている動物園とは全く違ったものです。おそらく、

みなさんは、動物園を「動物を見に行く場所」と思っていて、特に専門でない方は、野生動物は

アフリカやアジアにもたくさんいて、象がいなくなったら象が見たい、キリンがいなくなったら

キリンが見たいというように、動物園を動物の生産工場のように思われている方がいらっしゃる

と思いますが、決してそのように簡単なものではありません。 

 日本の動物園の動物は、ほとんどが日本産で、なおかつ外国から動物が入ってこなくなりまし
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たので、切羽詰まった厳しい状況になっています。しかし、まだ一般的な意識として、アフリカ

やアジアには動物がたくさんいると思われています。それで、現実はそうではないんだというこ

とを伝える役目が、実は私たちにあると思っております。今は、「正確な世界の情報を日本で知る

ことが出来る」という事を目指して取り組んでいます。また、個人的には、日本人が動物園を運

営するときに、どこに着目するのか、ということに強く関心を持っています。というのは、ヨー

ロッパの真似をした動物園は、日本ではうまくいっていません。なぜうまくいかないのか。その

原因は、ヨーロッパ人と日本人の文化的な差だろうと私は思っています。そこの所に注目してい

きたいと思っています。例えば、外国で京都にあるようなお寺の庭を見ることはないですよね。

外国で桂離宮、京都御所、兼六園、栗林公園あるいは水前寺公園のような庭園を見る事はほとん

どありません。日本の文化というのは、日本人の特殊な生活感の中で醸成されていくものだと思

っています。私は、そこをつきたい、という思いがあって、この動物園でも、日本独自の生活感

を目指すつもりです。 

 先ほど園内を一緒に歩いた時、動物の数や種類よりも、動物舎の中にどんな木が立っているか、

別の動物舎が見えないように建てられている、とかしか話さなかった。動物園に動物を見に来る

というよりも、来ることによってどんな情報が、あるいは安らぎが自分の中で作られていくのか、

ということに一番大きな重きを置いています。そういった意味では、到津の森公園は動物園じゃ

ないかもしれません。しかし、そこの中に情報がつまっているということを伝えていきたいと思

って、この動物園を 10 年間やってきました。 

 

2. 暗い日本の夜を演出するライティング 

岩野：実は、到津の森公園の照明には年間 7000 万円かかっています。どこにお金をかけている

かというと、ライティングデザイナーと話をした結果、「水」と「木」に重きを置きました。「水」

と「木」にどのように光を当てれば効果的か、という視点で設置しています。ですから動物を照

らすライトは全くありません。動物の周りを照らすライトはありますが、ほとんどが木を下から

照らしています。木を下から照らして何がしたいかというと、一つは反射光により歩道を照らす

こと、もう一つは揺らぐ影、月影がいいのでは、ということで設置しています。 

 到津の森公園に夜来ていただくと、ここのイメージが一変します。夜の開園は夏しかありませ

んが、夏にも来ていただいて、ライトを見ながら歩いていただきたいと思います。動物は、月影

で動きます。日本人は陽と陰を使い分けていると思いますので、昼が陽であれば、夜は陰です。

そしたら、夜は明るくする必要はないと思っています。ヨーロッパやアメリカでは、この明るさ

ではダメだ、暗いと言われました。ヨーロッパでは、夜でも明かりが強くないとダメなようです。 

 私は、日本の夜は暗くて怖いということをイメージしたいのです。そういった中で動物たちは

生きているということを伝えたかったので、あえて暗くしています。ですから、道路の照明が一

般の公園の照明に比べて足りません。暗い中で動物を見てもらうという、新しい楽しみ方を見つ

けてほしいというのが私たちにはあります。 

 植栽もそうです。動物舎の中で咲く花のほかに、動物が食べない種類の植物や匂いのする木を
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植えています。そういった、五感に訴える、動物園らしくない動物園を目指しているというのが、

今の到津の森公園だと思ってもらって間違いありません。 

 おそらく、北九州市よりも福岡市に関心の高い方が多いと思いますが、私はそちらを目指して

いません。動物園を含め市内の施設は、市のクオリティを上げるものだと思っています。クオリ

ティを上げるものでなければ、いらないと私は思います。例えば、北九州に何が必要かと考える。

動物園はいらないということも、クオリティを上げる一つの手段だと思います。 

 なぜかというと、九州は一つになりつつあるので、各都市で動物園が本当に必要であるか、同

じような動物園が必要か、ということも考えなければなりません。そういう時代に突入してしま

っているんですね。それなのに、以前動物園があったから前の動物園を強化して作っていきたい、

というのは、私はコンセプトの間違いだと思います。どんな動物園を作りたいか、というのが先

なんですよ。いい動物園を作りたいというよりも、そこにどんな施設が必要なのかということを、

まず検討すべきだと思います。そしたら自ずと動物園の形が決まってくるはずです。あそこでは

本格的な動物園を展開すべきではない、というのが私の考えです。 

 

3. 到津遊園から到津の森公園へ続く林間学校 

伊津：歴史的な背景から伺いたいのですが、到津遊園のころから続けていらっしゃる林間学校の

経緯について教えてください。 

岩野：ここが昭和７年に開園したのですが、その時に、子どものための施設なので、子どもたち

に何かしてあげたいというのがあったようです。初代西鉄の社長が、久留島武彦さん（大分出身

の児童文学者）と仲が良かったので、久留島さんにお願いをしたところ、自分が子供たちに話を

しよう、と言ったのが始まりだそうです。林間学校が始まったのは、昭和 12 年ですから、70 年

以上続いています。 

伊津：そうすると到津遊園のころから今に至るまで継続されているのですね。 

岩野：そうですね。林間学校がなかったのは、戦時中の 2 年間と、閉園した 2 年間だけですね。 

伊津：到津遊園から北九州市の公園に移るときに、市民から継続の要望がたくさんあったと聞き

ますが、岩野さんから見ていかがでしたか。 

岩野：かしいかえんと到津遊園は西鉄がもっていましたが、同じものではない感覚があります。

到津遊園は、北九州市唯一の動物園でした。街の真ん中にあって、昔は他に遊ぶところがなかっ

たので誰もが知っている場所だったんですね。また、「到津」という漢字は難しいですが、北九州

の子供たちは漢字で書けます。到津という場所にこだわったのは、このように「到津」というの

が市民の記憶の深層に強くあるからです。ですので、到津がなくなること自体が許せない感覚な

んですよ。結局、到津を残そうというのは、遊園の「場所」だけでなく、自分の記憶の中にある

動物園や遊園地だったりするので、それが無くなるのは非常に大きな問題だと思いました。かし

いかえんとは少し違うと思います。到津遊園閉園の時には、唯一の遊び場だったというのもあっ

て、26 万人の署名が集まりました。北九州市は 100 万人の都市ですから、およそ 4 分の 1 の人が

署名してくれたということになります。そのくらいここを残したい思いがあったということです
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よね。 

伊津：ところで林間学校は子供たちが対象ですが、その子供たちは成長するので、社会人教育も

果たしているということですよね。 

岩野：それはあると思います。子供は将来の大人ですから、子供たちにいかにいい思い出が作ら

れたかということだと思います。林間学校を経験した人は、必ず林間学校の事を言われますから

ね。 

 

4. 動物園と野生動物保護 

伊津：先ほど、福岡市の動物園が福岡市にとって存在価値があるかというお話がありましたが、

動物園というのは、自然の保護と関係が強いのではないかと思うのですが。 

岩野：そうですね。そこに直接結びつくとは思いませんが、動物園はなくてもいいとおっしゃる

方はたくさんいらっしゃいます。動物を小さな檻に押し込めるのは、私たちにとっても本当に問

題があると思っています。 

 しかし、たくさんの動物をそうするのではなく、少ない動物をそうすることによって世界の情

報を出していける唯一のツールを持っているのは、私たちだと思います。自然環境に対するツー

ルや情報を持っているのは私たちで、私たちが発信することで、自然環境保護につながっていく

ものがあると思います。ただ、つながっていかない動物園というのも非常に多いもので、例えば

今年来たジャイアントパンダのように、動物だけを見せたい、動物が来れば人が来る、というの

は、40 年も昔の話です。 

 私たちが目を向けなければいけないのは、そういったことではなく、少なくなりつつある自然

をどのようにすれば元に戻せるのか、あるいは少なくなるのを防げるのか、という情報を出して

いくことだと思います。ですので、無理やり自然保護につなげる必要はありませんが、自然とそ

こに落ち着いていくというのが一番正しいやり方だと思います。 

伊津：そうすると、ジャイアントパンダはいるだけでいいのでしょうが、そうではない動物の特

徴を見せる、「行動展示」というのでしょうか、それが 近日本では新しい試みとして注目されて

いますね。こちらでも山羊の行動展示がありますが、それは園長が力を入れていることの一つで

しょうか。 

岩野：私が一番力を入れていることは、環境を知ってもらうためには、その動物がどのように生

きているかを知ってもらわなければならない。そのために介在する人間は何かというと、実は飼

育員なんですね。飼育員がそういうことを良く知らないといけないと同時に、飼育員がお客さま

にどのようなことを伝えたいと思っているか、それが一番大切なことだと思います。 

 私たちも野生動物がどのような場所に住んでいるのかを知らないんですよ。たまたま私はアフ

リカに行って野生動物がどのような場所に住んでいるのかを見ましたが、動物園人でも、そうい

ったことを知らない人たちが多いです。そうすると情報は偏ってしまうんですね。本であったり、

テレビであったり。テレビで見てもみんなと同じなんでね。 

 この園の飼育員も今度マダガスカルに行かせますが、そういう現地での状況を知ってもらいた
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いんですよ。それが、お客さんが動物を見ることによって伝われば一番いい。環境と同時に動物

を見ることによって伝わるものを、私たちは用意しなければいけないと思います。それは、植栽

だけでなく、私たちが情報をたくさん持って生の情報として出していくことが大切だと思います。

今の動物園の園長や飼育員がアフリカやアジアに行ったことがあるのかといえば、90％くらいは

行っていないのではと私は思います。 

伊津：そうすると、飼育員など実際に動物に携わっている人が現地を訪れることも大事だという

ことですが、もう一つは野生動物を研究している人たちとのやり取りも大事だと思います。こち

らでは、そういう取り組みもしているのでしょうか。 

岩野：今、そのような取り組みをしなければならないということで、例えば霊長類を研究してい

る人たちとシンポジウムなど開いています。立場の違う人たちと取り組んでいかなければ、動物

園という器だけでは前に進めないと思っています。 

 

5. 動物園の役割 

伊津：動物園というのは「展示」という意識が強いですが、今は「総合的な場」という認識が強

いのでしょうか。 

岩野：そうですね。例えば１種類でもいいと思います。その動物がどのような環境に住んでいる

か、どのような生活をしているのかということを伝えることが出来れば、私は１種類でもいいと

思います。そういう動物園があるべきだと思います。動物園人は、あまりにもいろんなものに手

をつけたので、珍しいものを飼いたいんです。飼ったことがない動物を飼ってみたい。でも、実

際そこからは何も生まれない。 

 もし、一般的な情報しか持っていないなら、逆にそれを一般のお客さまに植え付けてしまうの

で、今の動物園には自然界のもっと深い情報が必要だと思います。 

伊津：実際のものを実際の環境に近い形で人々に伝えていこうとすると、情報だけの展示や提供

はあまり必要でないということでしょうか。 

岩野：本から得られる情報は、必要ないと思います。実際の野生での生活については分からない

部分があると思うので、情報は必要だと思いますが、ただ動物を見るだけでは、情報は伝わらな

い。情報というのは自分たちが持っている生のものが必要で、どこでもあるものは必要でないん

ですよ。 

 例えば、象の名前が違うというだけでも情報なんですね。お客さまからしたら、現地ではそう

いう風に動物は飼われているんだと思うんですよ。そうすると、現地の人たちの動物を飼育員は

どのように飼っているのかと思うと同時に、飼育員はどういう思いで飼っているのかということ

がだんだん伝わっていく。だから、すごく身近な情報のほうが必要なんですね。一般的な情報は

必要ではない。 

伊津：そうすると、今情報を提供する手段としては、掲示をするところに何か書くということが

考えられますが、こちらでは何かされていますか。 

岩野：ここでは、動物に餌をあげるというイベントをしています。それによって、触れ合うだけ
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でなく、触れ合うことによって指の使い方、口は開け方というのが分かってくるんですね。そう

いう話をしながら、この動物はこういう食べ物を食べているんだけど、この食べ物が少なくなっ

ているという話が出来る。ですので、インタラクティブな関係が必要ではないかと私は考えてい

ます。 

伊津：前回の紀要第３号でマリンワールドの高田館長とお話しさせていただきましたが、マリン

ワールドでは実際にダイバーが潜って動物の世話をして、直接出来ないことを体験的に見させる

という情報提供をしています。こちらでも動物舎の中に人が入れるコースを作っておられました

が、それは園長が先ほどお話しした、体験をさせる場として作られたのでしょうか。 

岩野：そうですね。それともう一つはバックヤードツアーという教育プログラムを持っていまし

て、こういうところで動物は飼われているのだということを知ってほしいんですね。我々は単純

に飼っているだけではない、これだけお世話しているんだという飼育員の動物への愛情を感じて

ほしい。飼育員の愛情を感じることが、動物への愛情につながっていくと思っています。ですの

で、私たちが日常していることを知ってほしいというのが一番あります。 

 

6. アカデミックな動物園 

西田：先ほど、1 種類だけの動物園があってもいいのではとおっしゃいましたが、日本でそのよ

うな動物園を作るというのは難しいのでしょうか。 

岩野：難しいですね。財政的な面と、意識の差が課題だと思います。イギリスにあるロンドン動

物園の分園として、ホイップスネードという動物園があるのですが、こちらが 270 ヘクタールあ

ります。日本で一番大きい動物園でも50ヘクタールしかありません。日本の5倍以上の面積です。

まず、1 日では回れないと思います。ヨーロッパ人は、その雰囲気を感じるだけでもいい。とこ

ろが、日本人は雰囲気だけではダメみたいで、手元にほしいようです。例えば坪庭や盆栽がそう

ですね。この「手元にほしい」という事との融合をどのように考えるか。そうすると実現出来る

かなと思います。 

 今、旭川動物園の元園長である小菅さんと一緒に、国立の動物園を作ろうとしています。まず

は象１種類だけで始めようと考えています。アジアゾウが非常に少ないので、飼いたい。しかし、

費用がいくらかかるのかが問題です。森林や草原がほしいとなると、50 ヘクタールでは足りない

かもしれない。 

 これからは、そういうことを国に訴えていきたいんです。今まで国は動物園に関心がなかった。

なぜなら動物園はアミューズメントの場だから、国が取り組むべきものではないと思っていたん

です。国立の博物館はあっても動物園はない。動物園は観光施設、アミューズメントの場になっ

ています。そうではなく、アカデミックな場としての動物園が、これから必要になってくる。そ

こは、情報なんですよ。 

 しかし、情報だけではなく、現物を見ることも大事。動物園は 24 時間見られます。私たちは

24 時間見られるという強みがあります。ですので、研究者と一緒にやりたい。日本はテクノロジ

ーが進んでいるから様々なテクノロジーを使って実現できると思います。 
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伊津：先ほど、動物園はアミューズメントとおっしゃいましたが、博物館や美術館もコレクショ

ンを集めて展示するものですが今では学術的展示になって国立になっています。動物園は、認識

が違うという以上に何か原因があるのでしょうか。 

岩野：おそらく動物に対する馴染みがないのだと思います。というのは、歴史が原因だと思いま

す。縄文人は動物と関わりがないと生きていけませんでしたが、弥生人になってからは、ほとん

ど動物と関わりなしで生きてきました。できれば動物を接触したくないというのがあった。この

4000 年間は、ほとんど動物との接触なしで生きてきているので、動物との馴染みがないのです。 

 世界で広まって日本に唯一なかったのが、牧畜です。牧畜があると馴染みがでてくるのでしょ

うが、それがなかったので、日本人の動物に対する馴染みが非常に薄い。ですから、新たに動物

園というものを持ってきても、結局見世物にしかならなかった。 初はどの国でも見世物でした

が、だんだん自分たちの生活と重ね合うと、動物も我々のように生きているではないか、場所だ

って広いほうがいいんじゃないかとなってきますが、日本ではそうならなかった。今もそうだと

思います。 

伊津：しかし、日本でも狩りや狩猟は古くからありましたよね。 

岩野：どちらが凌駕したかでしょうね。結局、凌駕したものは農耕だったからだと思います。狩

猟民族の歴史は 2 万年あるが、農耕民族の歴史は 4000 年しかないのですが、彼らは圧倒的な力

で狩猟民族を凌駕してしまったので、文化的には農耕民族の意識が強いと私は思います。ただ、

精神的には、自然崇拝にあるように、狩猟民族の意識が強いと思います。 

 

7. 市民が支える到津の森公園 

平井：経営にあたり年間どのくらいの費用がかかりますか。 

岩野：約３億円です。市から 2100 万、あとはここの収益で賄っています。建物については市が

出してくれますが、運営費用はほとんどここの収益で賄っています。収益が 2 億 5000 万を超え

ているので、ちょうど収支が合う状態です。 

平井：こちらの園の活動の評価は、どのようにされていますでしょうか。 

岩野：私たちの活動と、評価がうまく結び付かないんですよ。評価は、客数などの数量で示され

ます。クオリティを上げる活動は、そのような数量的な評価では評価できない。自分たちがどの

ようなメッセージを出しているかを見てほしいんです。 

 例えば、マスコミに取り上げられることなど、常々見てほしい。それがないと、数量的な評価

につながって、人が来ないのであれば面白いことをやってみろ、新しい動物を持ってこいと言わ

れるので、そうではない評価をしてほしいと今言っているところです。そこが非常に難しいです

ね。今、私たちがしていることは、とにかく赤字は出さないということ。赤字を出さなければ活

動は評価してもらえる。ここの入園料 800 円は、実は日本で一番高いんです。その入園料で 35

万人に来ていただいていますから、それでもその金額になる。 

 今、ここにお金を落とすシステムを作ってくれと言っているところです。運営するということ

は、多くのお客さんに来ていただいて、しかもお金を落としてもらえるということが大切なので、
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経営的な視野も当然入れています。出来る限り自分たちの手でやっていきたいと思っています。 

伊津：動物舎の前に企業のサポーターの掲示が目立ちますが、あれはどのようなものでしょうか。 

岩野：サポーターの収益というのは、個人も合わせて年間で約 3000 万円あります。ここでは、

市民の盛り上がりが非常に大きいのです。プロモーション効果もあると思いますが、ここは工業

都市で職工さんが多いので、助け合いの精神が非常に強いです。ですので、年に 3 回も来ないけ

れども、自分がここを残せと言ったからサポーターになってやるよ、という人もたくさんいます。 

 年間で約 3000 万円の収益というのは、こんなに小さな動物園で、日本では一番多いと思いま

すよ。檻に掲示してあるサポーターのプレートは、1 枚 10 万円します。市の幼稚園や保育園から

は、1 人 100 円の寄付をいただいています。それは幼稚園や保育園の連名で集めるのですが、動

物のえさ代として使わせていただいています。それが年間約 400 万円あります。 

平井：到津遊園時代の経営と、到津の森公園の経営では展開が違うと思いますが、いかがでしょ

うか。 

岩野：全く違っていると思います。やりたいことをやっていくというのが大切なので、やりたい

ことをやるには独立して、収支も合わせてやるのがいいと思います。西鉄は企業が大きかったの

で、動物園が儲からない時期もあったと思いますが、閉園前の 10 年間は 2〜3 億円の赤字があり

ました。 

 赤字を本体で吸収できなくなったら手放すほかない。今までは赤字もしょうがないと思ってや

っていたのだと思います。投資しても回収できない、減価償却をする時にも先行投資と思ってや

ってきましたが、とうとう赤字の総額が年間 1 億ほどに膨らんできて、税金も 1 億ほどかかる状

態になりました。そうして本社の負担が増えてくると、2〜3 億儲かっても全部赤字補てんになっ

てしまう。 

 市の施設になると、それをしなくていいので、今は収支が合う状態になっています。税金もな

く、減価償却もなく、本社負担分がないので収支がちょうど合います。そういう意味では、到津

遊園の時も収支はバランスがとれていたのですが。 

宮川：市民ボランティアの方々がいらっしゃいましたが、位置づけはどのようでしょうか。 

岩野：現在約 120 人です。参加頻度は、週 1 回から毎日までさまざまです。仕事は、餌やりや掃

除などです。ボランティアさんとは対等の立場で付き合いたいと思っています。ボランティアさ

んには、やりたいことをしてもらい、なおかつ、園に役立つことをしていただくようにお願いし

ています。私が伝えているのは、園の方針からは出なければ何してもいいということです。その

代わり、ボランティアさんはやりたいことをしているのだから、交通費などは一銭も出していま

せん。ボランティアだからと言って特別に中に入ることもできないし、何の特典もない。入ると

きは、正規の入園料を払ってもらうか、サポーターになってもらうか、です。ほとんどの方は、

サポーターとフリーパスの両方を持っていらっしゃいます。独自でボランティア組織を立ち上げ

ているので、コーディネーターもいません。 
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8. 動物がいきいき動き回るには 

西田：動物園の形態として、「行動展示」、「生態展示」、単なる「展示」の 3 つがあるようにおっ

しゃいましたが、こちらの園にあったチンパンジーの檻のつくりなどは、園長が目的としている

「行動展示」なのでしょうか。 

岩野：私は「◯◯展示」というのは目指していません。私たちは、動物がどのように生きている

のかを知らなければならない。例えば、チンパンジーは群れで生きているという情報があれば、

「エンリッチメント」（飼育環境に工夫をして暮らしを充実させること）のために何も手をかける

必要はない。「エンリッチメント」では、よくクレーンなどが使われているが、そうしなくても、

ある頭数がいたら動物は十分遊びます。私は、この「遊ぶ」というのが一つの生活だと思います。 

 一方で、遊ぶ中にも緊張感がほしい。緊張感を保つためには、どんなことが必要かということ

を取り入れていけば、動物園はすごく変わると思います。すべてが群れ、あるいは孤立の動物で

はないということを、動物園が知らなければいけません。とにかく、今は群れと孤立の区別がつ

かなくなっている。象は１頭でも２頭でも象だが、それは単に象を見ているだけで、生活を見て

いない。ニホンザルのサル山が面白いというのはニホンザルの生活を見ているからです。私は、

動物を飼っている限りは、生活を見えるようにしたい。だから、あまりにも情報がないというの

なら、そもそも手を出さないというのも、私たちの手法だと思います。 

象が群れで生活をしているのを見ると、すごいものを感じます。それは、「行動展示」でも「生態

展示」でもないところにある。あまりジャンル分けしたくないというのもそこにありますが、１

頭で生活するものにいくら広いスペースを与えても結局同じなんですよ。例えば、狼に狭いスペ

ースを与えても、広いスペースを与えても同じです。狼を展示するために、どのような方法をと

れば生活が見えるのかということに着目すれば、そんな広いスペースは必要ない。だからといっ

て狭ければいいということではないですが。私は、あまり展示の方法にはこだわっていません。

では何かと言われれば、「生き方展示」と言えるかなと。 

 

9. 旭川動物園のベースにあるもの 

伊津：旭川動物園の展示方法が成功していると一般的に言われていますが、岩野園長から見て、

その良さはどんなところでしょうか。また、到津の森公園でこれからしていきたいと思っている

ことについて、それとの関連性、あるいは違う点はどんなところか教えていただきたい。 

岩野：小菅元園長は旭川動物園の建物を作ったが、そのベースになるものは何かというと、どう

したら動物が活き活き動いているところを見せられるかということです。私たちはこれを学ぶべ

きだと思いますが、建物が出来ると、みんなが建物に注目し、同じ造りをすれば人が来ると思っ

てしまった。だから、こういう建物があちこちに出来てしまった。そうすると、どこに行っても

同じような施設になってしまったんです。 

 建物は同じようでも、ベースにあるものは全く違います。みんな、ベースにあるものを真似で

きなかった。実は、ベースにあるものさえ真似すれば、建物はなんでもいいんですよ。どうすれ

ば動物を生き生きと展示できるか、それを知ってもらうためにはどうすればいいのか、それだけ
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分かっていればいい。私は、建物は絶対に真似ないと小菅元園長に約束しています。真似すべき

ものは動物を生き生きと見せたい、その手伝いを飼育員がしたいと思うこと、そのことが一番大

切だと思います。小菅元園長がここにくれば、いろいろなアイデアを出してくれると思いますが、

旭川動物園とは全く違うものが出来ると思います。旭川の真似るべき事は、飼育員と動物が一緒

になって、情報をいかに伝えていくのかということです。 

 今の動物園は、情報よりも、実物を見せたいことに走っているので、建物さえあればいい、動

物さえあればいいと思っているんですよ。客数などの数量的な変化はあったとしても、何の情報

も伝えられない。子供たちに、いかに豊かな未来を示せるか、また自然がいかに危機に瀕してい

るか、そのことを伝えたい。そのツールとして動物園があるということです。 

 国立動物園を作らなければ、いつまでも建物や動物に頼ったりするので、国立の動物園を作っ

て、ちゃんと情報を出していこうと考えています。世界の環境の保全は、国がやるべき仕事だと

いうことです。 

 

10. 国立動物園構想とは 

伊津：国立動物園構想は基本的にはお二人で考えられているのでしょうか。 

岩野：基本的には私と小菅元園長ですが、そのほかには東大の教授をしていた正田先生に世話人

をお願いしています。代表は、小菅元園長です。 

伊津：国立動物園実現の可能性は見えているのでしょうか。 

岩野：可能性はないでしょうね。大学は、国立を独立法人に変えていっていますよね。独立法人

に変えることによって自分たちで運営できるという良さがあると思います。 

それをしているときに新たに国立の動物園を作ろうとするのは、本当は無理だと思います。しか

し、これをしない限りは動物園は変わらないと思うので、法律も変わりませんので、あえて「国

立の動物園を」と声を上げています。 

伊津：では、それを唱えていくことによってベースにあるものを変えていこうと。 

岩野：そうです。私たちが生きている間に出来ないかもしれないというのは、小菅元園長と話し

ています。でも、ここを論議しないと、動物に頼ったり数量的な評価を求めたりするので、これ

を無くすためには必要だろうということです。 

 

11. WEB サイトの活用 

Cruz：ホームページ上で、動物の生映像を掲載しようというお考えはありますか。 

岩野：今のところ取り組みはないですね。そういうことを取り組もうとした人たちもいますが、

なかなかお金が回らないというのもあって出来ないのです。経費の問題だけでなく、それをして

私たちの伝えたいことが伝わるかといえば、それはまだ分からないと思っています。実際は Web

を見て来園される方もいらっしゃるので、気にしていないわけではありません。来年度で到津の

森公園も１０周年なので、今度は Web を変えていこうとしています。特に独自ドメインをとろう

という動きがあるので、新しいホームページに変わっていくだろうと思います。特にトップペー
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ジは変えていきたいと思っています。トップページは、森本千恵さんというアートディレクター

にお願いをしようと考えているところです。 

Cruz：一つの提案ですが、スマートフォンを持って、各場所でアクセスできるインターフェイス

を作って、そこにいる動物の情報を載せれば、見る人も楽しめるのではと思います。 

岩野：そのような取り組みは、これからしていけたらと思います。３次元バーコードや GPS を使

えばできるのかなと思います。 

伊津：実際に存在するものがあるので、これからうまくデジタル情報を活用出来ればよいと願っ

ています。本日はこの辺で終わりにしたいと思います。長時間おつきあいいただき、ありがとう

ございました。 
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