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平成 25 年度獣医学術学会年次大会（千葉）における 

野生動物対策検討委員会拡大会議の会議概要 
(第10 回野生動物対策検討委員会・第３回野生動物救護対策のあり方検討小委員会合同委員会) 

 

Ⅰ 日 時  平成２６年２月２２日（土） １４：１５～１７：００ 

 

Ⅱ 場 所  アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉ホール棟２階 第８会場 

 

Ⅲ 出席者  

野生動物対策検討委員会 

【委員長】   鈴 木 正 嗣  岐阜大学応用生物科学部教授 

【副委員長】  山 口 剛 士  鳥取大学農学部教授 

【委 員】   赤 木 智香子  ラプター・フォレスト代表 

小 泉   透  独立行政法人森林総合研究所研究コーディネータ 

        進 藤 順 治  北里大学獣医学部教授 

須 藤 明 子  株式会社イーグレット・オフィス専務取締役 

武 田 忠 義  北海道環境生活部環境局生物多様性保全課 

生物多様性戦略グループ主査 

森 光 由 樹  兵庫県立大学自然環境科学研究所 

森林動物研究センター准教授 

(欠 席)   福 井 大 祐  特定非営利活動法人 En Vision環境保全事務所 

                 調査研究員 

 

野生動物救護対策の在り方検討小委員会 

【座 長】   赤 木 智香子  ラプター・フォレスト代表 

【専任委員】  戸 田 昭 博  愛知県獣医師会（品野ペットクリニック院長） 

        葉 山 久 世  かながわ野生動物サポートネットワーク代表 

（富岡動物病院） 

前 田 敬 生  岐阜県獣医師会監事（前田動物病院院長） 

(欠 席)   黒 沢 信 道  釧路地区農業共済組合次長 

 

本会役員 

        藏内会長、近藤副会長、砂原副会長、矢ケ崎専務理事 

 

地方獣医師会関係者 

３５地方獣医師会から６０名の関係者が出席 
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Ⅳ 議  事 

１ 挨拶 

２ 座長の選任 

３ 日本獣医師会野生動物対策検討委員会における検討の経過とポイント 

４ 報告書の取りまとめに向けた主要課題 

５ 質疑応答と意見交換 

 

Ⅴ 会議概要 

１ 挨 拶 

藏内会長から、開会に当たり大要次の挨拶があった。 

（１）平成25年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会が皆様の参集、協力により盛会に開

催できたことに感謝申し上げる。 

（２）また、野生動物や生態系をどのように守っていくかということを長年に渡り検討し

てこられた関係者の皆様に改めて御礼申し上げる。 

（３）日本獣医師会活動指針の基本的考え方である One World-One Health の概念が広く

提唱され、人と動物、さらには環境の健康の増進のために獣医師が果たす役割の重要

性が高まっている。 

（４）感染症に対する国民の関心の高まり、食の安全に対する国民の関心の高まりは近年

増すばかりであり、人と動物が共存して生きる豊かな社会の継続には広く関係者の連

携・協力が不可欠であることから、本会においても昨年11月20日に日本医師会との

間で包括的な学術協力の推進に関する協定書を締結した。昨日の日本獣医師政治連盟

総会には日本医師会の横倉会長自らご出席をいただき、これまでの日本医師会の取り

組みや日本獣医師会に期待することなどをお話しいただいた。 

（５）昨年、台湾でイタチアナグマの狂犬病が発生したが、我が国においても、野生動物

のモニタリングへの関心が高まることが予想される。 

（６）地方獣医師会においても、科学的知見をもとにした様々な野生動物対策の取り組み

が長年に渡り続けられてきたところである。 

（７）私は九州出身であるが、九州ではヤマネコの保護に取り組んできた。長崎県の対馬

と沖縄県の西表島に限局して生息しているヤマネコはいずれも絶滅危惧種に指定され、

種の存続が危ぶまれる状況にあったが、九獣連の会員獣医師約4千名が、毎年1人千

円ずつを拠出し、両島に動物診療施設を開設し、飼い猫や地域猫に対するワクチン接

種などの活動を13年間に渡り実施し、一定の成果を上げてきた。 

（８）本委員会では、平成23年10月には、委員会中間報告として「保全医学の観点を踏

まえた野生動物対策の在り方」をとりまとめ、継続して検討を続けてきたが、平成25

年～27 年を任期とする今期野生動物対策検討委員会ではいよいよ全体に係る最終報

告書の取りまとめに向けてさらに具体的に検討を進めている。 

（９）本日は、現在の委員会での検討の状況をお知らせするとともに、実際に各地で対応

にあたっておられる皆様から直接ご意見をお伺いしたいので、短い時間の中ではある

がどうか忌憚のないご意見をいただき、有意義な会議となることを期待している。 
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（10）日本獣医師会としても、今後とも野生動物の保護対策について、皆様とともに全面

的に活動を展開していきたいと考えているところである。引き続きご協力をお願いし

たい。 

 

１ 座長の選任 

野生動物対策検討委員会委員長である鈴木正嗣岐阜大学教授に座長をお願いする旨紹

介され、鈴木委員長が座長に就任した。 

 

２ 日本獣医師会野生動物対策検討委員会における検討の経過とポイント 

鈴木委員長から、野生動物対策検討委員会及び野生動物救護対策の在り方検討 

小委員会におけるこれまでの検討の経過とポイントが資料に基づき説明された。 

（１）生態系の保護の観点から過剰な救護は慎むべきであり、必要があれば個体数調整の

ための殺処分は必要であるとする意見がある一方、個体の生命尊重とアニマルウェル

フェアの確保が大切であり、人道性の観点から個体の救護は大切だとする意見もある。 

（２）獣医師会としては、活動指針の基本理念である「One World-One Health」に基づき、

科学的な見地から方針の一貫性を保つ必要がある。 

（３）一見矛盾する様々な見方に対し、双方の知識を持ち、考えることができるのは獣医

師である。獣医師の果たすべき役割をしっかりと提示することが委員会に求められて 

いる。 

（４）我が国の野生動物対策については、野生生物保護学会が「野生生物と社会」学会に

名称変更したり、日本自然保護協会、日本野鳥の会、日本鳥類保護連盟、全国地方新

聞社連合会、大日本猟友会、学識経験者等で構成された「円卓会議」による提言が出

されるなど、近年様々な分野の連携が進んでいる。 

（５）2011 年の中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会による答申において

も、「傷病鳥獣救護のあり方について検討を行い、適切な処置をとること」とされ、

同年に告示された鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針でも、

「収容すべき目的及び意義を明確にし、これらを踏まえ収容すべき鳥獣の種の選定を

行う等」、「必要に応じ、搬入後速やかに隔離及び検査を行い、人獣共通感染症の感染

の有無を把握し（中略）、二次感染を防止するため、衛生管理には十分留意する」と

いった内容が盛り込まれた。これらについて対応を検討できるのは我々獣医師以外に

はおらず、大きな宿題をもらったと受け止めている。 

（６）中間報告に対しては、各地から様々なご意見をいただいた。しかしながら、従来か

らの考え方を変更するものではなく、獣医師会が今後も社会的な役割を果たすために

どのようにすべきかという考え方を初めて示したものである。今後、皆様のご意見を

踏まえつつ最終報告の取りまとめを進めていきたい。 

 

３ 報告書の取りまとめに向けた検討 

（１）須藤委員から、最終報告書の取りまとめに向けた主要課題①として、「生物多様性保

全の観点からみた野生動物対策」がスライド資料に基づいて説明された。 

ア 環境アセスメントの対象種でもあるイヌワシの生態を通じて、地域の生態系の保全
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に関する様々な知見が紹介された。 

 （ア）３０年近いフィールドワークの中で感じるのは、野生動物対策は「待ったなし」

の状況にあり、関係者の連携のもと速やかな対応が求められているということ。 

 （イ）野生動物との関わりとは、個体との関わりだけではなく、生態系との関わりであ

ることを忘れてはいけない。 

 （ウ）イヌワシを通じて見えてくる我が国の抱える問題として、環境アセスメントの遅

さや針葉樹による人工林の増加、イヌワシにとっての狩場の減少等がある。 

 （エ）林野庁との協働によるイヌワシのための森づくりなどを進めている。 

 

 イ 琵琶湖の竹生島におけるカワウの管理事例が紹介され、生態系被害の回復に果たす

個体数調整の有用性が紹介された。 

 （ア）野生動物は自然の中で尊厳をもって死んでいく。ある生き物の死はある生き物の

生であり、健全な食物連鎖の中で少しくらい食う、食われるといったことがあって

も、全体のバランスが崩れることはないような生態系が守られなければならない。 

 （イ）フィールドでは、おびただしい数の野生動物が生まれ、おびただしい数の野生動

物が死んでいる。死は避けるべきものではなく大切な生態系の一部。それをいかに

して守るのか、ということが大切である。 

 

（２）山口副委員長から、最終報告書の取りまとめに向けた主要課題②として、「野生動物

対策に内在するリスクとしての感染症」がスライド資料に基づき説明された。 

 ア 鳥取大学では、Ｐ３施設を保有し、鳥インフルエンザ疑い例の対応等に活用してい

る。 

 イ 救護動物に対する薬剤耐性菌の問題もある。 

 ウ 野生動物の診療の際には、病原細菌やウイルス対策を忘れてはいけない。 

また、野生動物にとっては人の持つウイルス等も脅威になり得るし、我々を介して伴

侶動物に脅威となることもある。 

 エ 鳥インフルエンザのモニタリングを拡大するような、全国的なモニタリング、情報

共有システムが望まれる。 

 

（３）赤木委員（小委員会座長）から、最終報告書の取りまとめに向けた主要課題③とし

て、「これからの野生動物救護の在り方－新時代の「リハビリテーション」－」が資料

に基づき説明された。 

 ア 現在とりまとめを進めている小委員会報告書案「これからの野生動物救護の在り方

－新時代の「リハビリテーション」－（別添資料１参照）について説明された。 

 イ 今後、関係者の意見をもとに小委員会報告を取りまとめ、親委員会である野生動物

対策検討委員会に提出される。 

 ウ 内容は、最終報告書の取りまとめに生かされる。 
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４ 質疑応答と意見交換 

（１）中央環境審議会野生生物部会委員を務める小泉委員から、環境省における検討の様

子等について紹介された。 

ア 「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」について、引き続

きの検討課題とされている傷病鳥獣救護について、中央環境審議会野生生物部会鳥獣

保護管理小委員会において検討が進められている。 

イ 「基本的な指針」では、傷病鳥獣救護の進め方について、積極的に救護しなければ

ならないという記述と、生物多様性、感染症対策の観点から救護は慎重に進めなけれ

ばならないという部分が両論併記されており、これでは方針が定まっていないのでは

ないか、という問題提起がなされた。 

ウ これに対し、委員からは「個体レベルの救護が必ずしも生物多様性の保全と合致し

ていないのではないか」、「個体の救護は生物多様性の保全という観点から種の保全、

生態系の保全、という枠組みの中で考えるべき」との意見が出されたものの、具体的

に今後の野生動物救護がいかにあるべきかという答えは出せぬままになっていた。 

エ その際、日本獣医師会が委員会を設置して検討を進めていることが紹介され、取り

まとめの推移に注目されているところである。 

オ 現在の傷病鳥獣救護は、戦後すぐの「野生動物は絶滅の危機に瀕しているので保護

しなければならない」という考え方の中で進められてきた。しかし、増えすぎた野生

動物による被害等が顕在化し、一方で生物多様性の保全という考え方が一般的になっ

てくる中、傷病鳥獣救護の分野でも、戦後長らく続いてきたレジームからの脱却が必

要になっている。 

カ リハビリテーションは従来の救護を否定するものではなく、従来の救護をさらに発

展、高度化させたものであると考えている。 

キ 日本獣医師会がその大きな役割を果たすべく検討に努力されていることに敬意を

表したい。 

 

（２）北海道獣医師会野生動物部会長で日本野生動物医学会会長の坪田敏男北海道大学教

授から、北海道における傷病鳥獣救護について説明された。 

ア 北海道では、行政主体であることが大きな特徴になっており、救護についても北海

道知事が捕獲申請者となっている。捕獲従事者は北海道の各振興局担当者となってい

る。そこに、協力者として北海道獣医師会が参画している。北海道では 14 の出先機

関のすべてに獣医師を配置し、救護と動物愛護の行政にあたっている。 

イ 北海道獣医師会は北海道からの委託を受けて事業を行っており、動物病院又は動物

園が診療にあたっている。長期にわたって収容、飼養が必要な場合にも、飼養者につ

いては北海道が責任を持つことになっている。 

ウ 対象種を絞っていることもポイントで、外来種や有害鳥獣として駆除の対象となっ

ている種は救護しないことを明確にしている。狩猟対象種については一部、雁鴨類は

救護対象になっている。 

エ 北海道獣医師会の中に野生動物部会を設置しており、毎年獣医師対象の講習会を実

施する一方、救護の実態調査をしている。 
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（３）三重県獣医師会 鈴木義久三重県中央家畜保健衛生所病性鑑定課副参事兼課長から、

以下の問題提起があった。 

ア 現場からは、一次救護はできるが二次収容施設がない、行政が積極的ではない、と

いう不満の声が多い。 

イ その中で出された提案として、地域を構成する獣医師会が協力し、地域の獣医学系

大学の協力を仰ぎつつ、地域内に拠点となるセンターを設置してはどうか、というも

のがある。 

ウ しかし、開業獣医師の日々の感覚から見れば、センターの建設は解決策として現実

的ではない。一般市民が庭先で怪我をしている野生動物を見つけた時、捕獲許可がな

いからそのまま放置する、ということはない。その先、住民が行政に連絡すれば、し

かるべき部局の担当者が収容し、救護はせずに山間部に戻す対応をとる。しかし、開

業獣医師のところに持ち込まれるケースも多く、対応が難しい。獣医師が行政に連絡

すれば、同様に救護せずに山に返す対応がとれるが、持ち込んだ市民が「先生、あの

子はどうなったの？」と必ず聞く。そこを考えると獣医師としても対応に困る。 

エ 開業獣医師の心配を払拭するためにも、日本獣医師会として、救護を依頼する人で

ある一般市民に向けて考え方を説明する必要がある。わかりやすく、ビデオなどで説

明することが有効ではないだろうか。 

オ 市民が傷病動物を動物病院に持ち込んだ時の対応の一例として、奈良県では持ち込

んだ動物を預けて帰ろうとする市民に対し、「これで終わりではなく、これからが始

まりですよ。」と伝えることにしている。そして持ち込んだ市民にも一緒に世話をし

てもらうこととしている。回復の見込みがないままに飼養し続けなければいけない状

況が続くと、持ち込んだ市民からも、終生飼養への疑問が呈されることが多い。その

とき、他者に捕食される可能性も踏まえたうえで本来の生息地に戻すか、安楽殺処分

するか、という選択肢を提示する。こうした取り組みを通じて、市民に対する環境教

育を実践している。 

 

（４）ウィスコンシン州立大学において野生動物の感染症に関わる行政システムの研究に

取り組んできた、根上泰子 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室鳥獣専門官

から、海外におけるワイルドライフヘルスセンターの事例が紹介された。 

ア 米国では公衆衛生、家畜衛生、野生動物対策を行うそれぞれの機関が連携して対応

している。 

イ 国の研究機関としてNational Wildlife Health Centerが設置され、システム化さ

れた野生動物疾病調査が実施されている。 

ウ ウィスコンシン州では、ウィスコンシン動物愛護協会が寄付により運営されるＮＰ

Ｏ法人として運営されている。建物は、半分が犬猫の救護、半分が野生動物救護にあ

てられている。寄付により運営されていることから、一般向けの展示施設も充実して

いる。 

エ 屋内、屋外のケージでは、狂犬病やウエストナイル対策が充実している。この施設

だけで年間およそ5,000件ほど収容している。 
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オ 個人が設立したプライベートなリハビリテーションセンターも約100あり、動物愛

護協会によるサポートのもと保護にあたっている。 

 

（５）鈴木委員長から主要な論点案が示された後、フロアから大要以下の意見が寄せられ

た。 

ア 用語の問題として、「救護」を発展させたものとして「リハビリテーション」を使

用しているが、既に医学用語として定着しているものをあえて利用していくことに疑

問を感じる。むしろ「生物多様性」や「保全医学」といった日本語をもとに、一般市

民にもわかりやすい造語はできないかと感じている。 

イ 救護個体の安楽殺処分について、獣医師が負担に感じるという理由だけで行政に依

頼することについては反対である。動物の置かれた状況を科学的に検討した上で、安

楽殺処分の妥当性とともに、その実施についても獣医師が責任を持って判断して対応

すべきである。それがしっかりとできる獣医師を教育することが大切である。 

ウ 獣医師会の大きな役割は社会貢献である。そして獣医師は、市民、社会、行政、野

生動物それぞれの間に立って相互の架け橋の役割を果たすことが求められている。本

日の話はあくまで理想像であるし、それぞれの分野を検討する委員の一人ひとりが、

なお解決すべき問題を抱えながら努力しておられるように感じた。一方、米国の例を

参考にしたワイルドライフヘルスセンターは大変魅力的だが、今後数年で実現可能な

しくみではない。そうしたとき、獣医師会が果たす役割としては、こうした方向性を

示すことの一方、それまでのバッファーのような役割もあると思う。より良いやり方

を考えていってほしい。 

エ 費用負担については、やはり公的な資金でなされるべき。ボランティアである動物

病院に頼り続けるのではなく、国も一定の責任を負うべきであろう。 

オ 日本では市民生活に寄付文化が根付いていない。はじめは行政主導で進め、市民の

理解を深める努力をする中で少しずつ民間主導にスライドしていくことが必要では

ないか。 

カ クラウドファンディングの動きが少し出てきている時代でもあり、トライしていく

価値はある。 

 

Ⅵ まとめ 

（１）追加の意見等については、追って日本獣医師会事務局にお寄せいただきたい旨が依

頼された。 

 

（２）鈴木委員長から本日の参加への謝辞と今後の検討への支援協力が依頼され、閉会し

た。 



 - 1 -

日本獣医師会 職域総合部会野生動物対策検討委員会 

野生動物救護対策の在り方検討小委員会報告 （案） 

これからの野生動物救護の在り方 

－新時代の「リハビリテーション」－ 

（２０１４年１月１８日版） 

 
１ はじめに  

 

日本獣医師会野生動物対策検討委員会においては、平成 23 年にとりまとめた委員会報告

「保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方（中間報告）」（以下、「中間報告」という。）に

ついて地方獣医師会に広く意見を求めた。この結果、「生物多様性などの観点から、野生動物

との関係を広い視野で考えると、全く胸のつかえがおりる」との見解があった一方で、「長年取り

組んでいる野生動物救護が否定されているように感じる」、「個体の救命がないがしろにされて

いる」などの回答も複数寄せられた。これらの意見を十分に参考にしながら、現在、 終報告書

の作成に向けて取り組んでいるところである。 
中間報告では、決して野生動物に対する現行の「救護」を否定しているわけではなく、今まで

なされてこなかった「救護」の課題の整理を行い、検討のテーブルに載せることが第一の目的

であった。各地から寄せられた中間報告に対する意見が示すように、野生動物対策と日々向き

合っている各地の現場で、課題の再認識や新たな検討に繋がるきっかけとなった。しかしなが

ら、中間報告に記載された内容の表現が直接的すぎたり、背景や考え方についての丁寧な説

明が不足していたことから、読み手にいくつかの誤解を与えた可能性については真摯に反省

すべきである。 終報告ではこの点に十分に留意し、記述を進めていくこととしている。 
平成24 年11 月、野生動物対策検討委員会は、中間報告及びそれに対する意見を踏まえた

上で、救護の現場で活躍する獣医師の意見も反映しながら、課題を克服して将来にわたって救

護活動が発展していけるように、また現場でも十分に理解・活用できるように、「リハビリテーショ

ン」における基本的な考え方及びその背景なども丁寧に説明した上で、具体的な改善策の提

案なども盛り込んで 終報告を完成させるため、特に野生動物救護対策に焦点を絞って検討

するための小委員会として、野生動物救護対策の在り方検討小委員会（以下、「小委員会」とい

う。）を設置し、検討を進めてきた。 
 
（１）  小委員会での検討の背景と目的、及び本報告の編集方針について 
ア  小委員会の検討の背景 

野生動物の救護を取り巻く状況の変化に伴い、獣医師にも変化が求められている。 
近年の、保全医学的概念の普及、野生動物のおかれた状況の変化、社会状況の変化に

ついては、中間報告にも詳細に記されているが、獣医師自らが変わらなければこの状況に

対応できなくなっているのが現状である。獣医師が時代の流れに十分対応できなければ、

市民や社会からの高度専門職としての信頼を損ね、自ら活躍の場を狭めてしまいかねない。

今回の検討の背景にあるのはこの危機感である。しかし、視点を変えれば、この危機感は

［別添資料１］ 
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変化への期待感でもある。獣医師が既に備える専門的な能力に加え、新たな考え方や知

識・技術を積み重ねることができれば、その守備範囲を広げ、さらなる社会貢献とより大きな

信頼獲得に繋がるからである。 
 
イ 小委員会の目的 

小委員会の目的は、「救護」及び「リハビリテーション」に関する検討を通じて、その現場に

おける負担の軽減を含めた課題解決を図り、「救護」を新たな視点での「リハビリテーション」

へと発展させていく具体的な方策を模索することである。冒頭で述べたように、中間報告は、

その第一歩として、今までなされてこなかった課題の整理と提示に重点を置いたものである。 
野生動物対策においては、獣医師だけでは解決に至らない課題も多いため、小委員会報

告の取りまとめにあたっては、「救護」及び「リハビリテーション」に係る全ての関係者に向けて

発信することを念頭にとりまとめを進めた。日本獣医師会・獣医師会活動指針「― 動物と人の

健康は一つ。そして、それは地球の願い。 ―」との整合性を保ちながら、これからの「救護」

と「リハビリテーション」の方向性を提示したいと考えている。 
加えて、時代の変化に鑑み、「救護」や「リハビリテーション」の分野においてこれから求め

られる、保全医学や生物多様性に関する専門知識や技術を備えた人材へと獣医師が変化し

ていくための道筋を示すことも、同時に目指している。 
これらの目的の達成のため、現場の意見にも丁寧に耳を傾けてきた。野生動物救護対策

検討委員会委員のほか、外部委員として、救護現場に直接関わる獣医師４名の参画を得て、

活発な検討が行われた成果が本報告である。小委員会では、野生動物対策検討委員会委員

との合同会議の中で現在も活発な意見交換が継続しており、 終報告の取りまとめに生かさ

れるものと期待している。 
 

ウ 本報告の編集方針 
現在編集を進めている野生動物対策検討委員会 終報告は、以下を編集方針（基本姿

勢）としていることから、本報告もその方針に準拠した。 
 

［野生動物対策検討委員会 終報告の編集方針（基本姿勢）］ 
（ア）  野生動物に関わる状況は急速に変化している。 終報告は、その変化に獣医師が的

確に対応できるように、諸状況や新しい知識・考え方の解説を行い、加えて今後の対応

の方向性を模索・提示する「日本獣医師会が獣医師に向けて考え方を示すもの」であ

る。 
 

（イ）  終報告は獣医師以外の野生動物に関わる者（行政機関関係者や民間団体関係者、

一般市民）にも広く参考になるものとして、「日本獣医師会が社会に向けて考え方を示す

もの」としての性格も併せ持つ。獣医師は国家資格を有する高度専門職としての社会的

責務を負い、その獣医師が組織する獣医師会は、野生動物に係る諸問題の解決のため

に役割を果たすべきである。 
 

なお、小委員会の方向性を含めた一連の流れは、中央環境審議会野生生物部会鳥獣保
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護管理小委員会による「鳥獣の保護を図るための基本的な指針について」（平成２３年７月１３

日）と呼応するものと位置づけている（資料１）。 
 
注）本報告で使用される語句について 

＊本報告での「救護」と「リハビリテーション」の使い分け 
本報告では混乱を避けるため、「救護」及び「リハビリテーション」という用語を以下の解釈

の元に使い分けている。 
  「救護」： 現行の個体救命を中心とした傷病鳥獣救護 
  「リハビリテーション」： 現行の「救護」を発展させた考え方として、生物多様性の保全や公衆

衛生・家畜衛生上の推進にも深く踏み込み、保全医学的な説明責任を果たしうる「救護」（「リ

ハビリテーション」の詳細な定義などについては、４（１）及び（２）を参照） 
  
  ＊自然界の野生動物を示す語句について 
    自然界に生息する野生動物は、動物園などで飼育されている野生動物（動物園動物、展

示動物）やペット飼育される野生動物（エキゾチックペット、エキゾチックアニマル）とは区別

して、英語ではフリーレンジ／フリーレンジング（free-range / free-ranging）という語を用い

て表現される。本報告では、自然界に生息する野生動物を特に区別する必要がある場合に、

「フリーレンジの野生動物」という語を用いて示している。 
 
 
２ 「救護」の変遷と果たしてきた役割・意義 

 

（１）  救護の今までの歴史・変遷 
「傷ついた野生動物を助ける」という行為は、人の善意から起こるものであり、日本でも「鶴

の恩返し」などの説話にも題材として取り上げられているほど、長い歴史を持つものである。 
戦後、傷病鳥獣の取り扱いについては環境省（当時、環境庁）の「鳥獣の保護を図るため

の事業を実施するための基本的な指針」にも記載されるようになり、その中で各都道府県に

鳥獣保護センターの設置を求めるなどもしている。しかしながら、公的な対応は遅れがちで

あり、長年、開業獣医師や一般市民などの善意の個人が活動を継続していた。１９８０年代

から９０年代、特に９０年代以降になって次々と市民団体が設立され、地域あるいは全国規

模での活動を行うようになってきた。１９９７年のナホトカ号の油流出事故では、水鳥の救出

活動が大きく報道されるなどして、救護活動に対する一般市民の関心も高まりを見せた。 
公的施設の設置が進まない中、多くの都道府県では、傷病鳥獣への獣医療の提供は地

方獣医師会などを通じて、その治療施設提供と共に開業獣医師が担い、市民ボランティア

が飼育管理にあたるというシステムが主流となっている。獣医師や市民の貢献が大きい一

方で、その負担も小さくない。その結果、一部の自治体では救護対応を辞退する開業獣医

師が増えているとの報告もある。 
加えて、時代の流れと共に社会情勢や人々の意識、野生動物の生息状況などに変化が

生じ、保全医学などの新しい概念の誕生と相まって、救護に関する制度や認識の一部が時

代にそぐわないものになりつつある。課題がすでに顕在化している現場も少なくはないが、
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その解決に向けての具体的な取り組みには踏み切れない状況が続いている。近年、一部

の自治体で改善に向けた取り組みが始まってはいるが、それも未だ全国的な広がりを見せ

てはいない。 
 
（２）  救護の役割・意義 

課題を多く抱えている現行の救護ではあるが、これまでに果たした役割・意義は大きい。 
 
ア  傷病野生動物の受け皿としての役割 

「傷ついた野生動物を助けたい」という市民の要望及びその気持ちの受け皿として、大き

な役割を果たしてきた。制度上の対応の遅れから、開業獣医師や民間団体の貢献によると

ころが大きい。建物などへの衝突や釣り糸・釣り針による事故など、救護原因が人間活動に

関わることも多いため、単なる受け皿としてだけではなく、原因を作った人間の責任として、

人道的見地から傷病個体を救護してきたという側面もある。 
 
イ  モニタリング的役割 

救護を通して自然界で進行中の問題が顕在化するなど、救護活動はモニタリング的な役

割も果たしてきた。例えば、水鳥やワシ類の鉛中毒、鳥類の農薬中毒、様々な感染症問題

（高病原性鳥インフルエンザ、スズメの大量死に見られたサルモネラ症、カラスの鳥ポックス

など）が挙げられる。問題の顕在化に伴い、対策が取られ、状況の改善や問題解決に繋が

ったケースもある。 
 
ウ  救護データの蓄積と活用 

従来から、傷病鳥獣からの野生動物保全に貢献する情報の収集が謳われており、救護原

因については上記イのようにモニタリング的に活用されて成果を挙げてきた。また、救護個

体によって生息が確認されるなど、分布繁殖状況の確認などに役立っていた事例も存在す

る。しかし、その他のデータに関しては、収集・蓄積されてはきたものの、収集方法が系統

的ではなく、十分な活用が図られていないという課題がある。 
 
エ  人為的な大規模災害への対応 

大規模な油流出など生態系全体が影響を受ける人的災害において、個体の救命とそれ

を通じたモニタリングによって、地域個体群や生態系の健康回復の手助けに貢献してきた

（中間報告）。大規模な油流出では、希少種の存続に関わる個体群が大きく被害を受ける可

能性があり、その場合、迅速かつ効果的な対応が求められる。その備えとして、油で汚染し

た水鳥の洗浄とケアに関して、日本でも多くの一般市民が、野生動物救護獣医師協会

（WRV）主催などの講習会を受講して技術を習得し、油流出時の被災個体に対応できる人

材が次々生まれていることは評価されるものである。 
 
オ  鳥獣保護思想の普及啓発及び環境教育 

前述（１）の「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」を含め、救護

の目的として謳われていることが多く、様々な取り組みがなされてきた地域もあれば、必ず
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しもそうとは言えない地域もある。また、動物愛護と鳥獣保護を混同したり、野生動物の飼育

欲求を刺激しているようなケースも見られる。一定の成果は上がっているとは思われるが、

市民の意識変化の調査などを通しての成果の客観的評価は、一般にはなされていない。 
 
 
３ 「救護」と「リハビリテーション」の関係性 

 

(1)  社会状況と野生動物のおかれた現状 

ア  野生動物に対する認識の変化と新しい概念の誕生 
近年、エキゾチックペットの増加やメディアでの無責任な紹介が、一般市民の野生動物と

家庭動物との混同を助長し、また、不必要（あるいは有害）な餌付けなどにより野生動物との

適正な関係が崩れる引き金にもなっている（５（４）を参照）。 
一方、高病原性鳥インフルエンザなどの感染症問題の顕在化や、クマの人里への出没増

加から、リスクを内在する「厄介な存在」として野生動物を捉える認識も同時に進行してい

る。 
これらの野生動物に対する認識の変化に加えて、生物多様性、保全生物学、保全医学と

いった新しい概念が登場し、野生動物の保全に関わる専門家の間にも広く浸透し始めた。

一般市民の間にも「生物多様性」という言葉が広がりつつあり、新しい概念の浸透が始まっ

ている。 
 
イ  野生動物のおかれた状況の変化 

従来、「生息数が減少し、保護しなければならない存在」として認識されてきた野生動物

であるが、近年の状況は、「絶滅に瀕している種」がいる一方で、「増えすぎて問題を引き起

こしている種」の両者が存在している。いずれの状態も人間活動に起因するところが大きい

が、これはまさに生物多様性国家戦略に示された「生物多様性における４つの危機」のうち

の、「第１の危機： 開発などの人間活動」及び「第２の危機： 自然に対する働きかけの縮

小」 と重なるものである（表１）。 
第１の危機である「開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少」といった人間

活動の拡大と、第２の危機である「里地里山などの手入れ不足による、自然の質の低下」と

いった人間活動の削減が絡み合い、「絶滅に瀕している種」と「増えすぎて問題を引き起こし

ている種」を生み出している。 
「第１の危機」から課題が発生することは理解しやすいが、逆に「第２の危機」が「絶滅に瀕

している種」や「増えすぎて問題を引き起こしている種」を生み出していることは、その流れ

が想像しにくいためか、一般には広く認識されていない。しかし、里山の手入れ不足で、里

山の林床を好む植物種が減少したり、里地での耕作放棄地の増加が一因となって一部の野

生動物が著しく増加したりといった事例が全国的に発生している。 
この状態は、「野生動物は押し並べて減少しており、保護が必要な存在」という従来の考

えを改める時期に来ていることを示しており、固定観念にとらわれない正確な現状把握が求

められている。 
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（生物多様性国家戦略２０１２－２０２０） 
 
 
（２） 健全な生態系及び生物多様性の保全との関わりにおける「救護」と「リハビリテーション」 

傷病野生動物に獣医療を施して野生復帰させるという行為は、極めて個体数の少ない種

ではない限り、それだけでは健全な生態系の保全、あるいは生物多様性保全には殆ど繋が

らない。この点については以前より認識されており、２ （２）のように「救護」でもモニタリング

的役割や野生動物に関するデータ収集と活用、鳥獣保護思想の普及啓発などが謳われ、

生物多様性保全にも貢献する努力が払われてきた。それでもなお、現状としては、生物多

様性保全における個体救命の寄与は限られたものである。 
（１）で述べた様々な変化に伴い、「救護」にも変化が求められている。そこで現行の「救

護」を、保全医学的要素を十分に備えた「リハビリテーション」に発展させることで、時代のニ

ーズに対応し、その結果、健全な生態系や生物多様性の保全に獣医師や行政、市民が貢

献できる範囲も広がると考えている。「リハビリテーション」は、野生動物の健康維持や保全

のみならず、野生動物と人とのかかわりの適正化、生態系や人の社会全体の健康や安全性

の向上にも繋がる、より公益性の高い活動としての「救護」の発展型である。獣医師にとって

は、「動物の健康」の専門家としての知識や技術を 大限に活かして「生態系の健康（健全

性）」にも貢献できる機会であり、活躍の場を広げるものでもある。 
 
（３） 「救護」から「リハビリテーション」への発展 

「救護」と「リハビリテーション」は相反するものではなく、「救護」を否定・解体して「リハビリ

テーション」を新たに生み出すものでもない。「救護」の優れた点や既に構築されたネットワ

ークなどは残し、その上で、現在認められる課題を解決し、保全医学的な視点も加えてより

高度に発展させたものが「リハビリテーション」である。ただし、「救護」活動の全てを「リハビリ

テーション」へと発展させることは難しい。「救護」における公益的に許容できない課題（リス

表１．生物多様性における４つの危機 

第１の危機： 開発など人間活動による危機 

－開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生息域の減少 

第２の危機： 自然に対する働きかけの減少による危機 

－里地里山などの手入れ不足による自然の質の低下 

第３の危機： 人間により持ち込まれたものによる危機 

－外来種や化学物質などの持ち込みによる生態系の撹乱 

第４の危機： 地球環境の変化による危機 

－気候変動による多くの種の絶滅や生態系の崩壊 
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ク）を解決しながら、その活動を一部継続し（一般種も「助けたい」とする市民の気持ちの受

け皿として「救護」の継続が求められるなど、１３ （３）ア（イ） を参照）、「救護」と「リハビリテ

ーション」が共存する形をとることが予想される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
図１．「救護」と「リハビリテーション」との関係性 

 
 
（４）  「救護」の課題に対する獣医師、市民、及び行政の責任 

中間報告にも示した「救護」における課題が、長年解決に至らない背景には、下記のよう

に、「救護」に関わる獣医師、市民、行政の三者が、それぞれの責任を十分自覚するまでに

至らなかったことが大きい。 
  
ア  獣医師（日本獣医師会、地方獣医師会、及び個人）： 日本獣医師会では、これまでにも

「救護」の在り方について検討を深めてはきたものの、動物に関わる専門家集団の立場か

ら「救護」における課題について論理的かつ整合性のとれた意見のもと、改善のための具

体的な提案を行政や市民に対して行う努力が不足していた。 
    また獣医師個人にあっては、フリーレンジの野生動物と家庭動物における獣医療行為

の意味合いの違いを理解する努力が不足していた。 
 
イ  市民： 傷病野生動物の対応に関して、フリーレンジの野生動物と家庭動物における救命

の意味の違いの無理解が、結果的に行政や獣医師に個体愛護としての救護を強い、負

担を増大させてきた。また、行政が回収から放野まで全てやってくれる、あるいは開業獣

医師に持ち込んだ場合も無料診療が当然であると考える傾向が見られてきた。 
 
ウ  行政： 目的性が未整理のまま「救護」を推奨する一方で、課題の認識とその改善努力、

及び市民への説明が不足していた。また、そのことが一部の診療機関などに過重な負担

を強いる結果となるともに、課題解決へ向けた獣医師や市民の意識変化を遅らせる結果

となっていた。 

救護 

リハビリテーション 

課題の解決 

発展 

 

保全医学的視点 より広い守備範囲 

救護の優れた点 

既存ネットワーク 

保全医学的視点 

既存ネットワーク 

救護の優れた点 
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前述（１）の社会状況及び野生動物のおかれた状況の理解に加え、三者それぞれが今ま

での責任の自覚不足を認識することは、次項（５）で求められる「変化」ヘの第一歩であり、そ

こから「救護」の課題の解決が始まる。その上で、求められる役割（１１（２）を参照）の遂行に

向けて互いに連携して前進するならば、「リハビリテーション」へと着実に発展できる。 
 
（５）  「リハビリテーション」への発展のために求められる変化 
ア  獣医師に求められる変化 

「救護」を発展させて「リハビリテーション」にするためには、関わる獣医師にも以下のよう

な変化が求められる。なお、本項に記載した内容は、「リハビリテーション」に関わる獣医師

の要件とも共通するものである（１１ （２）ウ（イ）を参照）。 
 
（ア） 「リハビリテーション」における合目的性 

     フリーレンジの野生動物を対象とする獣医療の目的は、家庭動物や産業動物を対象と

した獣医療の目的とは異なる。従来型の「救護」では、この相違が十分認識されずに活動

が行われ、問題を生み出していた。「リハビリテーション」では、その目的を明確にし、目

的達成に適った責任ある行動をとることが獣医師には求められる。なお、この合目的性の

考え方は、行政や民間団体、市民にも求められるものである。 
 

a  傷病野生動物の治療：目的とリスク 
野生動物の治療では、単に救命すれば良いのではなく、少なくとも放野を念頭に、自

然界での生存に耐える身体的状態を取り戻すことを目指さなければならない。さらに踏み

込んで、個体の背後にある野生個体群や生態系に与える影響についても考慮し、何を目

指して治療するかの方針決定が必要である。また、扱うのは詳細な履歴が不明のオーナ

ーのいない野生動物であり、感染症リスク対策、治療等で発生する費用負担の問題、放

野に起因する生態系や人間社会などへの影響、放野不可能な個体（外来種なども含む）

への対応などにも配慮しなければならない。傷病個体の収容・治療には様々なリスクがあ

り、無目的に傷病野生動物を収容し、治療を開始することは、これらのリスクに対して全く

無防備な状態であり、対応した獣医師や行政に責任問題が生じることも想定される。 
 

b  治療目的及び手法の検討とリスクマネジメント 
問題を発生させないためには、収容・治療の開始にあたって、その目的及び手法が適

切であるか、さらに収容・治療で生じる種々のリスクの解決が可能であるか、また、治療・

収容がどのような結果をもたらすかを事前に判断する必要がある。これは、リスクが存在

するから「救護」や「リハビリテーション」をしてはならないということではない。十分な情報

収集に努め、適切なリスクマネジメントを実施しながら、獣医師という専門家として責任を

持って取り組む姿勢を求めるものである。責任が持てないと判断した場合には、初めから

「救護」「リハビリテーション」しないという選択が重要である。 
 

なお、上記 a 及び b で述べたリスクのピックアップやマネジメント、及び適切な判断には、
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その基準となる整理された情報が求められるが、本報告をもとに今後取りまとめられる 終

報告がその役割を果たせることを期待する。 
 

（イ） 新しい知識・技術の習得 
「リハビリテーション」に臨む獣医師は、上記の合目的性の考えや、２ （１）に記した

種々の変化を理解し、正確な状況認識を持った上で、必要とされる「新しい専門知識と技

術」の習得に努めなければならない。留意が必要なのは、臨床に関わる知識や技術だけ

でなく、保全生物学や保全医学等の「新しい概念」とその基礎になる生態学などの分野、さ

らにその基礎になる哺乳類学や鳥類学などの習得も同時に求められることである。また、

生物多様性に関する倫理意識（広くは環境倫理の考え方）も必要である。 
獣医学分野での新しい知識・技術とは異なり、殆どの獣医師にとって野生動物対応のバ

ックグラウンドとなる生態学や保全医学などの知見に接する機会は限られている。しかし、

「リハビリテーション」を含む野生動物にかかわる分野で、獣医師として十分にその専門能

力を活かすためには、新しい知識と技術を常に修得する必要がある。 
これらの習得に向け、日本獣医師会・地方獣医師会や各種団体（日本野生動物医学会

など）などによる支援（学びの場や教材の提供など）も強く求められる（１４ を参照）。 
 
イ 市民に求められる変化 

「リハビリテーション」への発展では、それに関わる市民にも変化が求められる。傷病個体

を持ち込む、「リハビリテーター」（５を参照）として参加するといった、直接的・積極的に関わる

市民のみならず、その周辺構成員としての一般市民の認識や行動によって、「リハビリテーシ

ョン」の発展が後押しされるか否かが変わってくる。普及啓発の方向性や詳細については、１

５で記述する。 
 
ウ 社会制度（行政）の変化の必要性 

「救護」から「リハビリテーション」への発展のためには、それに関わる獣医師、リハビリテー

ター、市民が変化するだけでなく、それに関わる社会制度も共に変わっていく必要がある。 
具体的には環境省の「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」に

おける「傷病鳥獣の取り扱い」についてであり、また、それを受けて策定され、各地の「救護」

「リハビリテーション」制度の根幹となっている各都道府県の「鳥獣保護事業計画」である。こ

れらにも社会状況の変化や新しい知見の普及に対応した、見直し・改善が必要であり、それ

なくしては行政主導の事業や行政監督下での民間事業の「リハビリテーション」の発展は望め

ない。例えば、「救護」「リハビリテーション」活動の重点とするところを、「鳥獣保護思想の普及

啓発」から「保全医学的貢献」などへと改訂する、設置が求められる施設を「鳥獣保護センタ

ー」から「ワイルドライフヘルスセンター」へと発展させるなど、より広い視野で公益性の高い

活動ができるように先導していくことが求められる。 
また、「救護」ではシステムを含めた事業の検証・改善が適切に行われてこなかったため、

「リハビリテーション」ではPDCA方式（plan－do－check－action、計画・実施の後に検証し、

対処・改善を行う方式）に則った事業展開が必須である。 
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本報告の中では、各自治体の「救護」「リハビリテーション」に関わる制度を改善し、発展し

ていくヒントになる事項や、その具体的なモデルの提示なども行う（１１を参照）。 
 
（６） 「救護」から「リハビリテーション」への移行期の対応 
    「救護」から「リハビリテーション」へと発展するには一定の時間が必要であり、移行期にお

ける対応についても考えておかねばならない。対応可能な 善策は、地域の現状や特性

に合わせて考案・実施していくことが求められるため、ある特定の方法を提示することは実

情にそぐわない。そこで本報告は、その支援にもなるような考え方や、アイデアを提供でき

ればと考えている。 
 
 
４ 「リハビリテーション」の定義 

 

（１） 「リハビリテーション」という語について 
    獣医学生が「大学卒業時までに修得することが求められる必要不可欠な知識を精選した

教育内容のガイドライン」として作成された獣医学教育モデル・コア・カリキュラムでは、すで

に「リハビリテーション」という語は用いられている。また、このカリキュラムに準拠するテキス

トや教材の準備も進んでいる。そのため、無理に日本語訳をつけることはせず、「リハビリテ

ーション」を「救護」の発展型として、その考え方の浸透を目指す。 
但し、一般には、人医学での機能回復訓練を指して同じ語が既に社会に広く浸透してい

るため、「リハビリテーション」（保全医学的な救護）のように簡単な解説を付記した形での普

及を、第一段階としては目指すこととする。 
 
（２） 「リハビリテーション」の定義付け 

中間報告にあるように、「リハビリテーション」は「健全な生態系及び生物多様性の保全へ

の貢献」を主眼とする活動である。 
そこでその達成のために、「リハビリテーション」を以下のように定義する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この２点の詳細については、次項に記載する。 
 

【「リハビリテーション」の定義】 
「リハビリテーション」とは死体を含む傷病野生動物を対象とした保全医学的アプローチ及び

それに付随する社会学的アプローチであり、次の２点を備えたものである。 
 
１．健全な生態系及び生物多様性の保全に「積極的に貢献する要素を含む」こと（積極的貢

献） 
２．健全な生態系及び生物多様性の保全を「阻害する要素を含まない」こと（消極的貢献） 
 
なお、ここで言う「生態系」には人も含まれる。 
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（３） 「リハビリテーション」の要件 
個体の救命・放野に加え、次の事項が含まれることで初めて「リハビリテーション」とする。 

ア 「リハビリテーション」に求められる事項 
健全な生態系と生物多様性の保全に、積極的に貢献する要素を含むことが求められる（上

記「リハビリテーション」の定義 １）。 
 

（ア） 調査及び研究の実施 
積極的かつ系統的なデータ収集を行い、その分析及び有効活用も念頭に置いた種々

の調査・研究を、地域や施設の特性及び状況に応じて実施することが求められる。「リハ

ビリテーション」では、個体の発見回収をその起点と想定しているため、傷病個体という生

体の活用だけでなく、回収時に既に死亡している個体、また活動の過程で死亡または安

楽殺処分処分した個体も活用する。 
 

（イ） ２つのトリアージの実施 
一個体の救命が生物多様性保全に与える効果を高めるために、限られた資金・人材な

どを集中して投入する必要性がある。トリアージの考え方は、その達成のために不可欠で

あり、「野生復帰を目的としたトリアージ」及び「生物多様性保全の観点からのトリアージ

（対象種の絞込み）」の２つのトリアージの実施が求められる（１３を参照）。 
 

（ウ） 市民への普及啓発活動（環境教育など）の実施 
「リハビリテーション」には、その目標達成のための社会学的アプローチも含まれており、

環境教育などの普及啓発活動により、市民の理解を得て市民と共に進化していく姿勢が

求められる。専門家や直接関わる市民だけで完結せず、その他の一般市民においても、

野生動物や生態系に対する認識の変化を惹起させることで、健全な生態系や生物多様

性の保全への貢献がより一層期待できる（１５ を参照）。 
 
イ 「リハビリテーション」では避けるべき事項 

健全な生態系と生物多様性の保全を阻害する要素を含まないことが求められる（上記「リハ

ビリテーション」の定義 ２）。この阻害は直接的なものに留まらず、健全な生態系や生物多様

性の保全に必要な正しい知識や考え方の普及を妨げるなどの間接的阻害も含むものとす

る。 
 

（ア） 外来種の救命及び放野 
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（以下、「外来生物法」と

いう）の定める特定外来生物ではなくても、外来種の放野は日本の在来種や生態系に悪影

響を及ぼす可能性がある。そのため、「リハビリテーション」では外来種の救命及び放野は

回避すべきである。また、特定外来生物は、放野のみならず飼育や運搬も原則認められて

おらず（研究目的等の飼育に限って許可）、救命しても飼育は出来ない。 
 

（イ） 有害鳥獣捕獲（駆除）対象種及び個体数調整対象種の救命及び放野 
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個体数調整の対象種は第一次産業に被害を及ぼしているだけでなく、植生の改変など

生態系そのものにも被害が及んでいる。例えば、増加したシカは各地で深刻な生態系の

破壊を引き起こしている。また、ニホンザルは学習能力が高いために収容中の給餌によっ

て人を「容易な餌入手に結びつく存在」と認識したり、人馴れし易く、放野後に人里の徘徊

や農業被害を起こす可能性がある。このように、恒常的な農林水産業被害の発生や、放野

後の人への危害など、救命・放野することに対する地域社会の理解を得ることが困難な場

合が多い種については、「リハビリテーション」の対象種とすべきではない。 
加えて、貴重な税金を投入して駆除する一方で救命するという整合性の欠如は、「救命

個体数が駆除数に比して圧倒的に少ないために影響はない」といった数の問題ではなく、

その考え方そのものが一般市民にも混乱を招く。さらに、健全な生態系や生物多様性の保

全のためにも実施されている個体数調整や被害管理、ならびに生息環境管理などの野生

動物管理の意義を否定することにも繋がる。 
 

（ウ） 狩猟対象種(狩猟鳥獣)の救命及び放野 
狩猟対象種（狩猟鳥獣、すなわち「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（以下、

「鳥獣保護法」という）によって狩猟の対象になっている種）は、捕獲による利活用が認めら

れている種であり、特に個体数の減少が懸念される種ではないと同時に、その多くが上記

（イ）の個体数調整の対象種である。また、食肉利用の対象であることを考えた場合にも、

救命・放野するという考え方にはそぐわない。また、さらに狩猟対象種の救命・放野は、前

述のア「リハビリテーション」に求められる事項の「２つのトリアージの実施」の妨げにも繋が

る。以上から、原則として救命や放野の対象とすべきではない。 
但し、地域によっては、狩猟対象種であっても個体数減少が懸念されている種があるな

ど、各都道府県によって状況が異なる。そのため、実際にどの狩猟対象種を救命・放野の

対象から除外するかについては、地域の実情を反映して各自治体で検討及び決定するこ

とが求められる。 
 

（エ） 不十分・不適切な感染症対策  
感染症対策が不十分・不適切であれば、万が一重大な感染症が発生した場合に、封じ

込めができないばかりか、感染を拡大させてしまう可能性がある。このリスクは「リハビリテ

ーション」の周辺だけにとどまらず、 悪の場合、大きな社会的リスクにも繋がる（不特定多

数の人への感染拡大、産業動物への波及、産業を含めた社会全体への影響の拡大、な

ど）。 
 

（オ） 明確な目的のない終生飼育：  
放野できない個体の終生飼育は、明確な目的がない限り、動物福祉的観点からも勧め

られない。また、野生動物の飼育欲求の刺激、違法飼育を見えにくくするなどのリスクも大

きいため回避すべきである。 
 

なお、これらの「リハビリテーション」の要件は、従来型の救護を否定するものではない。現

行の傷病鳥獣に関わる活動が保全医学的視点に基づく「リハビリテーション」へと進化してい
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くための留意点を明確にし、具体的に何を実施し何を回避する必要があるかを示したもので

ある。例えば一般種の救護など、従来型の救護で実施されてきた活動の継続を今後認めな

いということではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５ リハビリテーターとその制度  
 
 北米などでは、傷病野生動物の救護において、個体の野生復帰を目指して一時飼育・治療・

機能回復訓練などを行う個人（市民や開業獣医師）及び民間団体に、行政が審査の上、リハビリ

テーターライセンス（飼育許可を含む）を与えている。民間団体では、団体に付与されたライセ

ンスの下、市民が上記の活動に携わっていることが多い。ライセンスを有する個人・団体のうち、

特に個人を指して「リハビリテーター」と呼ぶことが一般的である。 
 日本ではこのようなライセンス制度が存在しないため、本報告では、種々の形態で上記の活

動に携わる個人（獣医師を除く）を広く「リハビリテーター」と呼ぶこととする。 
 
（１） 現行制度における課題 

日本ではリハビリテーターライセンスが存在しない。傷病個体の収容及び飼育に関しては、

それぞれ「捕獲許可」及び「飼養登録」が必要となる。現状では、救護担当の自治体職員が

「捕獲許可」を受け、その下で市民個人や施設が傷病個体を捕獲（保護収容）し、一定期間に

限って飼育する形をとるのが一般的である。また、長期飼育では「飼養登録」が求められるが、

その運用などに関しても課題がある（コラム２）。 
特に、自治体からの依頼でボランティアとして市民が自宅で野生動物を一時及び終生飼

育する制度（里親制度、飼育ボランティア、野生動物リハビリテーターなどと呼ばれる制度）で

は、感染症リスクや動物福祉などの課題が顕在化している。例えば、違法飼育や密猟を見え

にくくし、自治体の野生動物リハビリテーター登録者に逮捕者が出たケースもあった（中間報

【コラム１： 「リハビリテーション」という語について】 

リハビリテーション（rehabilitation）の動詞形である”rehabilitate”には、「何らかの原因で

ダメージを受けたものが元の良い状態を取り戻す」という広い意味がある。それが人の医療分

野では、「健康状態や元の機能を取り戻す」という身体の状態に限定して用いられ、日本語で

はさらに意味が狭くなって機能回復「訓練」を指すようになったのが、我々の もなじみの深

いリハビリテーションである。ちなみに、英語にはこのような「訓練」そのものをさす意味はな

い。 
“Rehabilitation”は、傷病野生動物においては、個体が生態系の一員として復帰できるよう

に、生体機能を取り戻す過程を指すもので、実は米国でも、それ以上の意味を含ませて、本

報告書のように使用しているわけではない。 
 しかし、様々な要因によって、生態系の健全性が揺らぎ、生物多様性も危機に直面している

現在、かつて人間の影響がまだ小さかった頃の、それらの「良い状態を取り戻す」ことを目指

すのなら、「リハビリテーション」という語は極めてふさわしいと思われる。保全医学の考えを定

着させた活動で、今度は日本が欧米の少し先を行ければよいとの考えである。 
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告 ６．コラム２）。また、野生動物の飼育欲求の刺激や、感染症対策の不備による個人的・社

会的リスクも存在する。 
また、目的が明確でないままにボランティアでの終生飼育を依頼することによって、無目的

な金銭的、労力的負担を強いる結果となってしまっている場合がある。例えば、善意で終生

飼育を引き受けたものの、鳥獣の種類によっては予想以上に餌代や世話の負担が大きく、制

度に対する疑問や行政の説明不足を感じている市民も存在する。 
施設に通う形で傷病鳥獣の世話をする市民ボランティアでも、上記と同様の課題が散見さ

れる。 
両者に共通しているのが、リハビリテーターの契約システムと教育システムに関する課題

である。 
 
（２） 「リハビリテーション」における「リハビリテーター」の在り方 
ア  「リハビリテーション」における「リハビリテーター」の役割 

「リハビリテーション」では以下を「リハビリテーター」の役割とすることを提案する。 
 

（ア）  傷病個体の診療補助及び治療の一部（投薬など）： 基本的に獣医師の監督指導の下、

診療の補助や簡単な投薬、外傷の手当てなどを行う。 
（イ）  一般飼育管理： 給餌、飼育施設の清掃を含む衛生管理など。ただし、市民の自宅で

の飼育については、現状では勧められない（後述（３）を参照）。 
（ウ）  機能回復訓練： マッサージや関節の屈伸、飛行訓練など。 
（エ）  上記に関する記録作成： データ収集やその活用のためにも、記録は重要である。 
（オ）  環境教育活動への参加（選択的）： 意欲と適性のある人は積極的に環境教育に関わ

ることが望ましい。 
 
イ 「リハビリテーター」としての要件 

「リハビリテーション」では以下を「リハビリテーター」としての要件とすることを提案する。 
（ア）  「リハビリテーション」にかかわる十分な知識・技術を保持し、これらの継続的な習得が

可能であること： リハビリテーターとして野生動物に接する前に、必要 低限の知識や

技術を習得していることが望ましく、事前研修のような学習・教育の機会が必要である。

また、知識や技術の向上のために、継続的な学習・教育の必要性がある。 
 

（イ）  「リハビリテーター」としての契約を取り交わし、契約内容に違反した場合は資格を失う

ことに同意すること： ボランティアとしてのリハビリテーターであっても、自治体や民間団

体と契約書をかわすことが望ましい。その上で、双方で活動内容及び義務（記録・報告

など）と、契約解除に関する事項（違法行為が見られたときなど）に関して十分確認し、同

意した上で活動する。契約に反した場合は、リハビリテーターとしての資格を失うものと

する。契約はリスク管理や法的な責任の所在を明らかにするだけでなく、リハビリテータ

ーが責任のある役割であることを認識し、より意欲を持って取り組むことにも繋がると考

えられる。 
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（ウ）  「リハビリテーション」の目的遂行にかなった人物であること： 法を順守すること（野生

動物の密猟や違法飼育を行わない、そのような経歴がない）、他人との共同作業が可能

であること、また、進んで知識や技術の習得に努め、報告・記録義務を正確に果たせる

こと、などが求められる。米国の救護施設では、事前面接をボランティアマネジメントに

取り入れているところもある。 
 
ウ 「リハビリテーション」における「リハビリテーター」の関わり方 

前述（１）で言及したように、リハビリテーター自宅での一時及び終生飼育は課題が多く、現

状では勧められないため、施設に通うボランティアとしての関わり方が も望ましいと思われ

る（後述（３））。公的施設など、場合によってはリハビリテーターとして雇用されるケースも想

定される。 
 
エ リハビリテーターに対する教育・学びの場の提供 
（ア）  環境教育の一環としてのリハビリテーターへの教育啓発 

「リハビリテーション」にかかわることにより、リハビリテーターが、生態系の仕組みや人

と野生動物の関係性、野生動物問題、環境問題などについて知り、自身で考えて改善

に向けて行動する、といった教育啓発につながる可能性がある。 
ただ、望ましい方向に導くためには、適切なプログラムの準備・実施が必要である。間

違っても、リハビリテーションにかかわることで、偏った野生動物の飼育欲求が刺激され、

自宅での違法飼育に走ったりするようなことがあってはならない。 
 

（イ）  リハビリテーターへの知識と技術の習得プログラム 
リハビリテーターには、（２）アの「リハビリテーター」の役割を果たすために必要な知

識と技術の習得が求められる。新しい知見や技術は次々と更新されるため、継続した習

得が不可欠である。そのためには、単発的な講義や研修にとどまらず、長期的かつ継

続的な学びの場の提供が重要であるのは、すでに記したとおりである。 
        詳細な必要項目の列挙は別の機会に譲るが、リハビリテーターに求められる知識や

技術は、直接、獣医療や飼育管理、機能回復訓練などに関わるものだけではない。安

全かつ適切に責務を遂行できるように、また自身の活動の意義をよりよく理解して取り組

めるように、感染症予防に関するものや、生態学や保全生物学などの「リハビリテーショ

ン」の考え方の基礎となるものも含まなければならない。後者については、特に環境教

育に関わろうとする時に重要になってくる。以上を踏まえて、施設・地域ごとの特性など

に合わせて工夫を凝らし、適切なプログラムを準備することが望ましい。 
        現状として、このように充実したプログラムを備えているケースは、少ないと思われる

が、今後、取り組んでいかなければならない点でもある。もちろん、リハビリテーターに

は、受身の学習だけではなく、積極的な学習を促すことも必要である。 
 
（３） リハビリテーターによる傷病個体の一時及び終生飼育について 

一般家庭での飼育は、（１）で述べたように種々のリスクが存在することから勧められない。

ただ、現状では公的施設の不足などにより、自宅での飼育がやむを得ない場合もあるため、
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全面的に禁止するのではなく、一定の基準を設けた上でケースごとに判断し、避難的対応と

して、あるいは相当の理由がある場合にのみ認めることが現実的である。 
 
ア 飼育を認める場合の必要条件 

自宅飼育に伴うリスクを考えると、飼育を認めるにはかなり厳しい条件の設定と、行政によ

る監督が必須である。リスクを可能な限り回避しながら、適切なシステムを運用するのは極め

て難しいと思われるため、実施には十分な検討と慎重さが求められる。 
 

実施する場合に考えられる飼育者の条件は、以下のようなものである。 
（ア） 前述イの「リハビリテーター」の要件を満たしている者。 
（イ） 飼育しようとする種に適切な飼育施設（部屋やケージなど）が確保できること。 
（ウ） 飼育しようとする種に関して、QOL が担保できるだけの知識と技術を持つこと。 
（エ） 適切な感染症対策が実施できること。 
（オ） 飼育管理のアドバイザーとして獣医師が関わること。また、アドバイザーと十分なコミュ

ニケーションがとれること。 
（カ） 定期的な個体の飼育記録の提出などの報告を行うこと。 
（キ） 行政による立ち入り調査を定期的に行うこと。 
（ク） 終生飼育の場合は、研究や教育への活用など、明確な目的があること。 
（ケ） 上記（ク）の場合、定期的に研究や教育に関わる活動記録を提出すること。 
（コ） （ア）～（ケ） のいずれかに反した場合は、すぐに飼育を終了すること。 

 
また、飼育を認める個体の条件は、個体（種）の特性や状態に応じて様々な考慮が必要で

あるが、 低でも以下を満たすことが必要であろう。 
（ア）  飼育の継続による QOL の問題がないこと。 
（イ）  飼育者に身体的な危害を及ぼさないこと。 
（ウ）  事前に獣医学的検査を実施し、重大な感染症リスクが無いことの確認とその記録を行

うこと。 
 

それでもなお、飼育者周辺の市民へ与える負の影響（野生動物の飼育欲求の刺激など）

は、野生動物を取り巻く日本の社会的状況（エキゾチックペットへの要求が強く、購入も容易

なこと、など）を考えれば、完全には避けられない。個人が飼育することのメリットとデメリット

（リスク）をケースごとに比較し、メリットが上回る場合にのみ飼育を認めることが必要である。 
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（４） 野生動物の観念的ペット化現象 

「救護」「リハビリテーション」で身近に野生動物と接することで、野生動物全体をペットのよ

うに感じてしまうことがある（観念的ペット化）。これによって、野生動物の飼育も通常のペット

飼育と同様に感じ、意識の上でのハードルが低くなって、 悪の場合、違法飼育や密猟に

繋がる恐れもある。この問題は「救護」「リハビリテーション」の活動が発端であるというよりは、

以下に示すような根本原因となる社会的背景が大きく影響しており、問題解決には獣医師を

含む各関係者の継続的な粘り強い取り組みが求められる。 
 
ア 一般市民による飼育野生動物に対する認識 
（ア）  エキゾチックペットの急増やメディアへの露出増加 

以前は、人間は野生動物とは一定の距離を置いて生活しており、傷病個体を拾った

などのケースを除いては、家畜や普及した家庭動物以外の動物を一般家庭で飼育する

ことはまれであった。 
しかし現在は、様々なエキゾチックペットが輸入あるいは国内で飼育繁殖され、簡単

に購入・飼育できる状態である。これは販売者も含め適切な手続きを踏んでいれば合法

であるが、中には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」（以

下、「ワシントン条約」という）で取引が規制されている種など、違法な場合もある。 

【コラム２： 傷病野生動物の収容に関する法制度の見直し】 

市民や開業獣医師による傷病野生動物の収容について、その現状と関連する法制度に

は乖離が見られており、現行の救護における課題のひとつである。 
野生の哺乳類及び鳥類の捕獲には、例外（一部の海生哺乳類やネズミ類など）はあるが

鳥獣保護法第９条に基づく事前の許可が必要である。そのため善意による傷病個体の収

容であっても、捕獲許可を受けていない限りは法律違反となってしまう。 
都道府県によっては、こういった問題を解決するために運用の工夫をしている（収容者

や獣医師からの連絡によって、捕獲許可を得ている都道府県職員が捕獲したと見なすな

ど）。 
また、適法に捕獲した場合においても、収容後３０日を過ぎた場合、鳥獣保護法第１９条

に基づく飼養登録が必要となる。この制度は愛玩飼育の規制を目的とするものであって、

鳥類に足輪装着を義務付けるなど放野を前提にしたものではない。また、自治体によって

は登録手数料が必要な場合がある。 
そのため都道府県によっては、収容者個人の負担にならないような、あるいは愛玩飼育

との混同を避ける措置などを講じている。 
さらに、収容個体の所有権は、法的には捕獲許可を得た者または飼養登録を行った者

にあるため、収容個体の取り扱いの明確化が必要である。 
以上から、これらの法律の運用方法が未整理な自治体に対しては、獣医師及び善意の

市民が法律違反に問われることのないよう、適切な対応を求める必要がある。 
また、国に対して、都道府県に対する適切な法運用の指導、さらには現状に即した法令

改正を求めていく必要がある。 
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また、テレビなどのメディアでも、頻繁に珍しい野生動物種がペットとして紹介されて

いる。 
 
（イ）  野生動物とエキゾチックペットの混同 

上記のような状況下で、一般市民は時としてフリーレンジの野生動物と、犬猫などの家

庭動物や産業動物、あるいはエキゾチックペットや動物園などの展示動物との区別が困

難な状況に陥っている。この混同は、一般市民に限らず獣医師にも見られることであり、

種々の問題を生んでいる。 
 

上記（ア）及び（イ）が、「救護」「リハビリテーション」における観念的ペット化や野生動物飼

育欲求の刺激につながるおそれがある。 
 

イ 野生動物の輸入及び飼育の規制の必要性 
法令で定められた範囲であればエキゾチックペットの飼育は個人の自由ではあるが、

次々と新しい外国産動物種をエキゾチックペットにすることは、本来の生息地の生態系に影

響を与え、また、持ち込まれた国で意図的・非意図的に逸出するリスクを含んでいる。エキ

ゾチックペット由来のいくつかの外国産野生動物は、すでに日本でも定着し、自然界への

未知感染症の伝播や、在来種との競合、在来種との交雑による遺伝子汚染、農林水産業へ

の被害など、現在も深刻な「外来種問題」を引き起こしている。 
さらに、次々と新しい種が流通に乗り、珍しい種を飼育したいという欲求を刺激し、それが

さらに新しい種を市場に呼び、その連鎖は限りがない。 
もちろん獣医師も、ワシントン条約や外来生物法といった関連法規の熟知による違法飼育

の回避や、オーナーに対する適切な飼育指導による逸出防止などの努力を怠ってはならな

いが、やはり指導や啓発だけでは限界がある。 
生物多様性保全や感染症予防の観点からも、野生動物の輸入規制や飼育規制が厳格化

されていくのは国際的な流れでもある。輸入・飼育可能な種をどこまで認めるか、線引きを

することは極めて難しい。しかしながら、検討を避けては通れない課題である。行政機関や

関係機関等とも検討・連携を深め、生態系や社会へのリスクを 大限軽減できるように、長

期的に取り組む必要がある。 
 

ウ 一般市民への普及啓発 
「救護」や「リハビリテーション」だけに関わる課題ではないため、他分野とも連携して広く

普及啓発を行うことが望ましい。生物多様性保全や感染症予防の観点から、上述のように違

法飼育や逸出の防止に向けた獣医師による具体的かつ直接的指導も必要だが、それに加

えて、エキゾチックペットとフリーレンジの野生動物は異なることが理解できるように、普及啓

発を進めていくことも不可欠である（１５を参照）。 
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６ 動物福祉への配慮： 安楽殺処分と終生飼育に関わる課題と対策 

 

現在、現場では「絶滅のおそれのある野生動植物の保存に関する法律（以下、「種の保存法」

という」で希少野生動植物種（以下、「希少種」という）に指定されている動物種に関する安楽殺

処分処分問題が大きな課題のひとつである。しかし、本来、安楽殺処分処分は希少種・一般種

といった分類にかかわらずに、「リハビリテーションの合目的性」という同一の観点から考えるべ

き問題である。 
 
（１） 希少種の安楽殺処分処分に関して 

種の保存法で希少種指定のある場合、「安楽殺処分処分」が同法で禁じられている「殺

傷」にあたるとの解釈により、安楽殺処分処分が認められていない。現状で可能なのは、都

道府県レベルでケースごとに協議の上、対応を決める（安楽殺処分する）ことに限られるが、

実施していない自治体もある。その結果、活用目的もなく終生飼育される放野できない個体

（主にオオタカやハヤブサなど）が、各地の動物関連施設で蓄積されており、飼育環境が劣

悪な場合も散見される。これは動物福祉の観点からも大きな問題である。 
 
ア  法の解釈の変更及び法の見直しへの働きかけ 

希少種の事実上の安楽殺処分の禁止は、「殺傷」を禁じることで野生個体の直接の保護

を図るだけでなく、放野できない個体であってもできるだけ活用し、種の保存に役立てるこ

とを促す意図もあるとは考えられる。しかし、安楽殺処分は動物福祉の考えに照らした行為

であり、種の保護のために禁止された「殺傷」とは異なる取り扱いがなされるべきである。適

切なガイドラインに沿って判断した場合には安楽殺処分が認められるように、日本獣医師会

を含む各関係者が連携して、法令の適正な運用、あるいはその見直しを働きかけていく必

要がある。 
 
イ  放野できない個体の活用システムの構築 

法令の適正な運用や見直しと同時に、放野できない個体の活用システムの構築も必要で

ある。これは一般種でも求められる。 
 

（ア） 研究用として活用するシステムの例 
研究・教育目的で野生動物の入手を希望する公的機関（大学及び研究機関など）に、

必要な種やその数を登録してもらい、「救護」「リハビリテーション」施設で放野できない個

体が出た場合には、速やかにマッチングを行って供給できるようにする。半年程度の一

定期間経過しても、受入機関が見つからない場合は、安楽殺処分とする。 
放野できない個体を受入れる機関は、活用目的及び計画の詳細（内容、期間など）、飼

育環境、指導獣医師（適切な健康管理・飼育管理のアドバイザーとして）を予め申告する

ことで、適切と認められた場合にのみ個体の譲渡が許可されるものとする。譲渡された場

合には、個体の飼育記録や活用状況を定期的に提出し、死亡した場合、あるいは致死的

活用（現状では、種の保存法で指定のある希少種は除く）をした場合には報告する。 
供給側の「救護」「リハビリテーション」施設は、個体の種や性別、治療内容（投薬など）、
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身体状況などを登録して、マッチングの際に活用できるようにする。 
     以上のようなシステムが全国的に構築されれば、非常に効果的な放野不能個体の活用

が行われるはずである。適切な活用目的や飼育管理が十分に担保されれば、公的機関

だけでなく民間団体にも譲渡先を拡大できる可能性もある。また、本システムが死体にも

適用できるようになれば、さらに活用分野が開拓されるであろう。 
 

（イ） 展示動物として活用するシステム 
      動物園などの動物飼育施設では、外国産だけでなく国内産野生動物も多く展示されて

おり、展示用として新たな導入個体を求めている場合がある。上記（ア）に示したものと同

様のシステムが構築されれば、放野不能個体を展示動物として速やかに活用する経路も

確立される。 
 

（ウ） 日本獣医師会と他団体などとの連携 
      上記のようなシステムが機能するには、供給側と需給側の間に立って情報の提供やマ

ッチングを行う組織が必要である。どのような組織（行政、野生動物に関わる公益法人、民

間団体）がその役割を果たすのが適当かは、これからの検討を待たなければならないが、

例えば、日本獣医師会と日本動物園水族館協会及び行政機関との連携によって、展示動

物への活用経路を模索するといったことが検討されてもよいと考えられる。 
   
（２） 安楽殺処分ガイドラインの必要性 

希少種に限らず、「救護」「リハビリテーション」の過程で安楽殺処分を検討する場合には、

適切な安楽殺処分ガイドラインに従って、慎重に判断する必要がある。各施設あるいは自治

体ごとに、安楽殺処分ガイドラインを策定することが求められる。 
 
ア 安楽殺処分ガイドラインに求められるもの 
（ア） 安楽殺処分を検討する事案についての適切な規定がある（野生復帰が見込めない事

案、施設での終生飼育個体において著しい QOL の低下が生じた事案、など）。 
（イ） 安楽殺処分を検討する際に着目する個体の状況に関する項目について適切な規定が

ある（被毛・羽毛の状態、四肢の状態（歩行・飛翔能力）、採餌能力、視力・聴力など）。 
（ウ） 安楽殺処分を検討する際に着目するその他の生物学的・社会的な事項などについて

適切な規定がある（放野による生態系撹乱の可能性など）。 
（エ） 安楽殺処分を検討する者やその人数に関して適切な規定（獣医師を含んだ専門家複

数名、など）があり、その判断の客観性が担保されている。 
（オ） 適切な安楽殺処分の実施方法について適切な規定がある（「動物の殺処分方法に関

する指針（平成７年７月４日付け総理府告示第４０号）」に沿う、など）。 
（カ） 安楽殺処分事案の記録に関して適切な規定がある（記録項目、記録用紙など）。 

 
（３） 動物福祉の観点からみた終生飼育 

動物福祉の基本としては、国際的に認知されている次のような「５つの自由」がある。 
１．飢え、乾き、栄養不良からの自由 
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２．恐怖と絶望からの自由 
３．肉体的なそして温度上の不快感からの自由 
４．痛み、傷害、病気からの自由 
５．正常な行動を示す自由 

 
フリーレンジの野生動物においても飼育下に置かれる場合は、この「５つの自由」が担保

されなければならない。そもそもフリーレンジの野生動物にとって、飼育されて人の近くに

いることは恐怖であり、大きなストレスである。終生飼育では、自然界で自由に活動したり繁

殖に参加したりといった、野生動物本来の行動を示すことが終生にわたって難しくなる。こ

の状況を「５つの自由」に照らしてみれば、どれだけ適切に飼育したとしても、終生飼育は相

応の理由がなければ、動物福祉の観点からも望ましくないと考えられる。 
 
 
７ 押収動物への対応 

 

エキゾチックペットの増加などの社会状況もあって、種の保存法や鳥獣保護法などに違反し

た違法飼育・捕獲や取引などは後を絶たない。２０１２年度に、警視庁が押収した希少種などの

野生動物だけでも３５６個体にのぼり（２０１３年５月１８日、毎日新聞東京夕刊）、全国的には年

間相当数が押収されていると思われる。 
 
（１）  「救護」現場での押収動物の現状 

押収個体は刑事事件の証拠品であり、裁判が終了して刑が確定するまでは飼育の必要が

ある。警察は押収個体専用の飼育施設を持つわけではなく、様々な動物飼育施設に飼育を

委託しているが、救護施設（動物病院を含む）もその委託先のひとつである。 
 
（２）  押収動物の取り扱い 

刑が確定すれば飼育継続の必要はなくなる。その取り扱いについては、下記の IUCN
（国際自然保護連合）の押収動物ガイドラインが、保全生物学的視点から、終生飼育、放野、

安楽殺処分（人道的な殺処分）の３つのオプションを示している。 
押収動物は外来種であったり、あるいは国産亜種か外国産亜種か不明であったりし、また

感染症に暴露されている可能性もあり、安易に放野できない。しかし、現状では、十分なチェ

ックもなしに放野されるケースが後を絶たず、保全生物学的観点から問題視されている。また、

終生飼育にも、６ （３）のような動物福祉の観点からの問題や、野生動物飼育欲求の刺激など

の様々なリスクがある。従って、リスクの回避を考えた場合、放野できないのであれば、安楽

殺処分の検討が妥当と考えられている。 
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８ 感染症・薬剤耐性菌対策 

 

感染症や薬剤耐性菌の問題は、「救護」「リハビリテーション」周辺に留まらないリスクを内在

するものである。獣医師は動物の健康の専門家として、各人が社会に対して責任を負う立場で

あることを常に自覚し、現場での慎重な対応が求められる。 
 
（１） 「救護」の現場での感染症・薬剤耐性菌対策の現状と課題 

「リハビリテーション」では、その要件にも十分な感染症対策を挙げているが、現状の「救

護」では多くのケースで、家庭動物やそのオーナーの出入りがある一般動物病院が一次収

容施設となっており、そのリスクは大きい。また、「救護」に関わる公立・民間の動物飼育施設

においても、例えば高病原性鳥インフルエンザに対応できるレベルの感染症対策が可能な

施設はごく限られている。将来的には、一般動物病院で野生動物の診療や剖検、採材など

を実施する必要がないよう、野生動物の取り扱いは感染症対策の整った「リハビリテーション

センター」や同等の施設で行うことが求められる。しかしながら、移行には時間を要するため、

まずは、現状で如何に感染症予防に 善を尽くすかを考えなければならない。 
     薬剤耐性菌については、その問題を意識することなく野生動物に獣医療が施されている

ことも多い。しかし、可能な限り抗生剤の使用を控える、抗生剤を使用した場合は早期の野

生復帰を行わないなど、 大限の対策を取ることが求められる。 

【コラム３： 押収動物に対する IUCN ガイドラインの紹介】 

押収野生動物に関する IUCN ガイドライン（適宜抜粋及び要約） 
 
保全生物学的観点から、示されるオプションは以下の３つである。 
１．終生飼育 
２．放野 
３．安楽殺処分（人道的な殺処分） 
 
各オプションのリスク・問題点及び利点 
１．終生飼育 
リスク： 感染症・寄生虫症の感染源となるリスク、経費負担、飼育管理の負担、野生動物飼育

欲求の刺激などのリスク 
利点： 教育活動への活用、動物園の繁殖ストックとしての活用（野生個体群への圧力の軽

減）、再導入プログラムへの活用、保全に関わる研究・人材育成への活用 
 
２．放野： 放野後の死亡率の高さ、外来種として生態系に与えるリスク、感染症リスク、生態

系撹乱リスク、野生動物の再導入計画の阻害 
 
３．安楽殺処分（人道的な殺処分）： 多くの場合で も人道的な押収動物への対応、遺伝学

的・生態学的なリスクのクリア、感染源となるリスクのクリア、多くの場合で も安価な選択肢

→ 保全と動物福祉に関わる考慮とを完全に一致させることが可能



 - 23 -

 
ア 「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」と現場での対応 

高病原性鳥インフルエンザについては、環境省が平成２３年に作成した「野鳥における

高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアルの内容に従って、「救護」「リハビリテ

ーション」の現場でも対策を取ることが求められている。しかし、このマニュアルと、現場で対

応可能なレベルには大きな開きがある。マニュアルに沿った対策の実行により、高病原性

鳥インフルエンザの封じ込めが可能である一方、それを実際に完全実行することは、特に

一般動物病院が一次収容施設となっている場合、「救護」の現場ではほぼ不可能である。こ

のように矛盾した状況が存在する。 
 
イ 獣医師に求められる対応への努力 

感染症対策及び薬剤耐性菌対策は獣医師の社会的責務であり、どのような状況下にあっ

ても 善を尽くし、対策を行うことが求められる。 
感染症については、関わる獣医師へのリスクだけにとどまらないため、対応を誤ると場合に

よっては重大な社会的リスクをもたらすことを常に認識しておかねばならない。例えば、一般

動物病院で高病原性鳥インフルエンザが発生して、封じ込めに失敗すれば、家庭動物やオ

ーナーを介して拡大し、ニワトリなど産業動物への感染、そして地域の産業や交通機関にま

で被害は及び、風評被害なども重なって社会に大きな打撃を与える。もし、そのような事態に

なれば、その動物病院には廃業の可能性すらあり、開業獣医師個人にも極めて大きな影響

を与えるが、さらに忘れてならないのは、獣医師全体への信頼が揺らぐというリスクの存在で

ある。これらを十分に理解し、社会や獣医師全体のためにも、「救護」「リハビリテーション」の

現場では、日頃から適切な感染症対策に積極的に取り組まなければならない。 
 
（２） 求められる適切な対策 
ア 現場で求められる感染症対策 

感染症全般に対する日常的な対策には、次のようなものがある。 
 

（ア） 傷病個体と接触するときには、必ず、手袋、マスク、帽子、白衣・ガウンを着用する。複

数個体を扱う時には、個体ごとに手袋は取り替える。手袋やマスクは医療廃棄物として廃

棄し、帽子や白衣・ガウンは滅菌する。 
 

（イ） 手指の消毒を徹底する。傷病個体に接触した後は、必ず消毒を行う。 
 

（ウ） 治療後の診察台や設備・器具などは消毒し、搬入時に使われたダンボールや新聞紙

は医療廃棄物として廃棄する。 
 

（エ） 傷病個体と一般動物の隔離を行う。例えば、一般動物とは搬入経路を変える、異なる部

屋での診療・治療・入院、など。 
 

（オ） 感染源（排泄物、血液、羽、毛など）の拡散防止を心がける。例えば、搬入時にダンボ
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ール箱に入れられていたものは、極力箱の中で診療・治療する（鳥類なら、多少動けるが

羽ばたけない程度の大きさがよい）。飛散などした場合は、すぐに消毒する。 
 
イ 現場で求められる薬剤耐性菌対策 

日常的に心がけるべき薬剤耐性菌対策は、一言で言えば「適切な抗生剤の使用」である。

理想的には放野の際に薬剤耐性菌のスクリーニングを行えればよいが、現実的ではないの

で、まずは極力薬剤耐性菌が生まれないように努めるべきである。 
 

（ア） できるだけ抗生剤を使用しない： 診察時にすぐの放野が期待できるときには抗生剤を

使用しない、外傷があっても抗生剤は使用せず患部の消毒で対応する、など。 
 

（イ） 薬剤耐性菌の生まれにくい使用方法を心がける： 複数の抗生剤を使用する、病原菌

が制御できるまでは使用を中止しない、可能な限り病原体を特定しそれに有効な抗生剤

のみを使用する、新世代の抗菌スペクトルの広い抗生剤の使用期間はなるべく短くする、

など。 
 

（ウ） 薬剤耐性菌を広げない・野外に出さない： 衛生管理を徹底し、耐性菌の施設内での

移動を予防する（給餌や施設内の人の移動などで他個体に薬剤耐性菌が広がる）、抗生

剤投与個体の放野時期を考慮する（抗生剤治療後、十分な期間をおいて放野する）、な

ど。 
 
（３） 公的施設の必要性 

十分な感染症対策の実施を考えると、必要な要件を備えた公的な「リハビリテーションセ

ンター」の設置が望ましい（１１（６））。また、効率的な感染症対策を考えた時、将来的には大

きな枠組みでの「ワイルドライフヘルスセンター」への発展が望まれる（１２を参照）。 
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９ 環境教育に関わる課題と対策 

 

「救護」「リハビリテーション」を介した環境教育は、野生動物の生態や人と野生動物の関係環

境問題などについて理解を深める有効なツールとなる可能性がある。 

「救護」「リハビリテーション」における環境教育は、大きく２つに分けられる。１つは、リハビリ

テーターが活動を通して、人と野生動物とのかかわりを学ぶといった「環境教育の一環としての

【コラム４： 救護・リハビリテーションの現場における薬剤耐性菌の動態】 

人医学・獣医学の両分野において、薬剤耐性菌の存在は抗生剤の治療効果を低下させる

だけでなく、院内感染を引き起こして大きな問題となっている。救護・リハビリテーションで

は、さらに放野による野外環境への薬剤耐性菌排出が懸念されるが、これら薬剤耐性菌に係

る問題について現場で十分に認識されているかといえば必ずしもそうではない。 
野生動物の救護・リハビリテーション施設での薬剤耐性菌の詳細な動態については知られ

ていなかったが、岐阜大学付属野生動物救護センター（現・野生動物管理学研究センター）

での調査で、興味深い結果が示されている（橋本 ２００８）。経時的に収容傷病鳥獣の糞便を

採取し、薬剤耐性大腸菌を調べたところ、その分離率は抗生剤使用群で有意に高かっただ

けでなく、治療終了後に時間が経過しても低下せず、長期にわたって薬剤耐性菌を排出し

続けることが示唆された。注目すべきは、受入時には薬剤耐性菌が未検出で抗生剤も未投

与であった個体から、時間経過と共に薬剤耐性菌が検出されたことである。耐性菌の伝達経

路を解明するために遺伝子解析を実施したところ、複数の収容個体で遺伝的に近縁な薬剤

耐性大腸菌が分離され、センター施設内での伝達が明らかとなった。さらに、この近縁な大

腸菌は、同じ室内で収容されていた個体にとどまらず、異なった部屋で収容されていた個体

からも分離されている。これは、個体間の伝達だけでなく、収容個体の世話をする人を介し

ての伝達を示唆するものである。加えて、傷病鳥類が放野されることの多い収容後７~１５日

は、薬剤耐性大腸菌が分離され易く、かつ多剤耐性菌が多い時期であることも指摘されてい

る。 
同センターでは、入退室時のスリッパの交換や消毒、定期的な施設の清掃及び消毒、白

衣や手袋の着用の徹底や使用後の殺菌・廃棄などの衛生管理が、決められた方法に則って

実施されていたが、それでも薬剤耐性菌の蔓延と施設内での移動が明らかとなった。放野個

体の追跡調査が実施されていないこともあり、自然環境中に排出された薬剤耐性菌のその後

の動態については未知の部分が大きい。排出された薬剤耐性菌の影響は軽微で無視できる

程度とする意見もあるが、その影響は同じ環境下で生活する我々のもとに 終的には巡って

くるものと考えられる。各方面で、薬剤耐性菌の出現を抑え、可能な限りその拡散を阻止する

努力がなされている中、救護・リハビリテーションの現場だけがこの流れに逆らうようではなら

ない。感染症のみならず、薬剤耐性菌に対しても予防的対応を取ることは、国家資格を有す

る獣医師としての社会的責務と言えよう。予防原則に則り、救護・リハビリテーションの現場で

も薬剤耐性菌に対する意識向上と、抗生剤の適正使用及び衛生管理の徹底、抗生剤投与個

体の放野時期の適正化が求められるのではないだろうか。 



 - 26 -

リハビリテーターへの教育啓発」、もう１つが、活動に関わる者が市民など外部に向けて発信し

ていく一般的な「環境教育」である。前者についでは５（２）エに記載したので、ここでは後者に

ついて述べる。なお、「１５ 「リハビリテーション」に関わる市民への普及啓発」も、ここで検討す

る一般的な環境教育と密接に関わるため、合わせて参照いただきたい。 
 
（１） 「救護」における「環境教育」の現状 

「救護」の目的にしばしば「鳥獣保護思想の普及啓発」があげられているが、具体的・長期

的な取り組みが行われている例は少ない上、「保護」と「愛護」が混同されているケースもあ

る。 
環境教育において、プログラム実施者には伝えるべき情報の何倍もの幅広い知識と経験

が求められるが、そこまでの蓄積がある人材は多くはない。また、「救護における環境教育」

という限定された分野で、具体的なノウハウが整理され、確立されているわけでもない。教

育効果を肌で感じることはあっても、事前・事後アンケートの比較などを系統的に行わない

限りは、成果を数値として把握し難いところもある。各地で創意工夫をこらして取り組んでは

いるが、まだ発展途上の段階である。 
 
（２） 今後「リハビリテーション」で求められる環境教育 

「リハビリテーション」における環境教育では、やはり「生物多様性」や「生態系」といった言

葉がキーワードとなるであろう。具体的なアプローチのヒントは、１５（１）に記載している。 
 

「リハビリテーション」における環境教育の発展のために、現在必要とされることには、次

のようなものがある。 
 
ア 誰がどのように行うべきかの整理 

現在は、「救護」に関わる様々な人たちが環境教育に携わっている。適性があることに加え、

徐々に知識や経験が蓄積されていけば、獣医師には獣医師の、リハビリテーターにはリハビ

リテーターの、それぞれの立場に特徴のあるプログラムが出来上がるはずである。基本的に

は、立場によって役割分担する必要はないと思われる。 
但し、教育はプロフェッショナルな分野でもあるので、教育専門家と連携することで、より効

果的なプログラムやその実施法に繋がると思われる。組織の形態や状況に応じて、教育担当

の専門要員が中心となって行うことも考えられる。 
「どのように」の部分に関しては、今後、ノウハウの整理を通して、効果的な方法や形態を

一般化していくことが考えられる。その結果、ある程度のレベルのプログラムに比較的容易に

到達でき、そこに個人のエッセンスを加えて発展させていくという形を取ることができる。 
 
イ 生物多様性などのキーワードの提示 

「生物多様性」「生態系」といった言葉は外せないが、その他のキーワードはプログラムの

切り口によって変わってくる。効果的なプログラムのために、切り口に応じて、複数のキーワ

ードを予め決めておくことは役立つと思われる。 
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ウ モデルの提示 
経験のある施設などで成果を挙げているプログラムをモデルとして提示することで、他団

体などが新プログラムの作成や既存プログラムの発展に役立てることが可能である。 
 
エ 異分野連携によるプログラム作成 

獣医師のみ、あるいは市民リハビリテーターのみでプログラムを作成すると、どうしてもあ

る一定方向からの視点に偏りがちである。例えば、獣医師と野生動物保全専門家、教育専

門家などの異分野の連携により、多様な視点をプログラムに取り入れることが重要である。 
 
（３）  生体を使用した環境教育プログラム 

野生動物飼育欲求の刺激などのリスク回避のため、実施には厳しい条件が必要である。

生体を用いるインパクトの強さが強調されがちであるが、生体を用いなくても、死体から得ら

れる羽や骨といった標本、写真やビデオ、絵本やぬいぐるみなどを上手に組み合わせて、

効果的なプログラムを実施することは十分に可能である。 
 
ア メリットとデメリットの整理 
（ア） メリット 

a 目の前で実物（生体）を見ることでインパクトが強い。 
 

（イ） デメリット 
a 野生動物の飼育欲求を刺激する： 違法飼育や密猟などに繋がるおそれがあり、飼育

欲求を抑制して適切な教育的効果をもたらすには、高度な専門的技術が必要である。 
b 生体の飼育管理が求められる： 餌代などの金銭的負担や、飼育管理の労力が求めら

れる。 
c 使用する種や方法によっては、特殊なハンドリングの習得や装具の準備の必要がある： 

猛禽類など。 
d 使用する生体には適性が求められる： 神経質な種はプログラムに向かない。また、個

体の身体状況や性格によっては、種としては適切であっても使用できない個体もいる。

後者に関しては、例えば、 断翼など身体の一部を失った個体では外見が健康体とは

かなり異なり、その姿を見ることに苦痛を覚える人がいたり、人に刷り込まれた猛禽類で

は繁殖期に人に対して凶暴になることがあったりする。 
 

以上のように、生体を用いるプログラムは決してメリットの多いものではない。 
 

環境教育では、使用する野生動物の側だけでなく、教育プログラムの実施者にも適性が求

められることを知っておく必要がある。この両者の適性を誤れば、誤った不適切なメッセージ

が伝達される可能性もある（これは生体を使用しない場合も同じである）。 
生体を用いることにはデメリットも多いが、米国には系統立てたプログラムを考案し、実施し

ている団体もある。そこでは州の理科教育標準（サイエンス・スタンダード）も考慮され、年齢

グループ別に異なったレベルのプログラムが準備されている。その緻密さには驚かされるが、
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「生物多様性」という語が多用されていること、日本でありがちな動物愛護と野生動物保全との

混同は見られないことにも注目したい（資料２）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０ 個体から得られるデータの収集と活用 

 

野生動物の傷病個体や死体から得られる情報は貴重である。入手可能な情報は、個体の生

息繁殖状況や感染症に関するデータなど広範な分野にわたり、また、その情報量も大きい。適

切な方法で収集すれば、野生動物や生態系の保全に有用なデータが蓄積され、さらに適切な

活用方法を確立できれば、健全な生態系や生物多様性の保全に確実に貢献できる。 
データ収集及び活用は、システムの未整備が原因で、従来は積極的には実施されてこなか

ったが、「リハビリテーション」では活発な取り組みが求められる分野である。 
 
（１） 現行の課題 

中間報告や２（２）に記したとおり、救護原因に関わるデータ収集や活用に関しては成果が

見られるものの、その他は一部のケースを除き、データ収集・活用体制が未整備であること、

また、データの多くにバイアスが存在しているため、そのままでは利用できないことなど、

様々な課題が見られる。 
 
（２） データの実質化への取り組みの必要性 

「救護」ではデータの活用が盛んに言われてはきたが、その一方でデータを収集して積極

的な活用を進めるという、データの実質化が積極的にはなされてこなかった。「リハビリテー

ション」では、統一フォーマットの導入によるデータベース化などを広く推し進め、データの実

質化への取り組みを行うことが求められる。 
 

【コラム５： ミネソタ大学猛禽センターでの環境教育人材の育成】 

上記に紹介したプログラムの実施団体でもある米国ミネソタ大学猛禽センター（TRC）で

は、野生復帰できない猛禽を用いた環境教育プログラム実施者の育成プログラムを提供し

ている。通常は、常時数十人いる TRC の環境教育ボランティアに対して、その育成教育を

行っているが、大学生などを対象とした環境教育のインターンシップ制度もある。 

 インターンは、TRC の環境教育ボランティア用のプログラムに参加した後、マンツーマン

のレッスンを受ける。来場者に TRC を案内して回ることに始まり、TRC 内外で環境教育プ

ログラムを行い、 終的には自身でテーマを決めてプログラムを作成・披露する。実際の環

境教育プログラムだけでなく、TRC ウェブサイト用の環境教育関連記事の執筆や、教育用

展示の作成といった環境教育に関わる幅広い活動を行う。生体を用いるプログラムには難

しさもあるが、多くを学べることは間違いない。米国では多くの救護団体が、長年熱心に環

境教育に取り組んで成果を挙げているだけでなく、若い次世代の育成にも非常に積極的で

ある。 
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ア データ活用へのプロセス 
PDCA 方式を提案する（３（５）ウを参照）。データの活用に向けて、まずは具体的な収集方

法・項目を検討決定する必要があるが、その際に、同時にある程度具体的な活用策の青写真

を考えておくことで、適切な収集方法や必要項目が絞られてくるであろう（後述（３）を参照）。

収集項目が多ければ、それに見合った情報量が得られるかもしれないが、収集の労力は大

きくなる。また、データシートのフォーマットが複雑すぎれば、記入・入力時のヒューマンエラ

ーにも繋がる。どの程度が適切かは、十分検討する必要がある。 
また、データ収集に関わる施設や組織の検討、システムの管理者の選定も行い、具体的

にシステムの構築を進め、記録方法やその役割分担も検討しなければならない。 
システムの運用が始まれば、定期的に不備な点はないかチェックし、必要に応じて改善を

行うことが求められる。一定のデータが蓄積されれば、データ解析を行うと共にデータの質も

検討して、活用に耐えうるものかをチェックした上で、活用を進めていくことを提案する。 
 
イ 通報システムによるデータ収集 

パソコンに加え、スマートフォンやタブレットといった携帯端末の普及が急速に進んだ現在、

インターネットを利用した死亡個体・傷病個体情報の登録システムが立ち上がり、上手くその

存在を市民に宣伝普及させることができれば、全国規模で統一フォーマットに則ったデータ

が収集できるであろう。誤報などの影響を、統計処理などで適切に除外できれば、様々な活

用が期待できる。米国では、死亡個体に関して既にこのようなシステムが稼動しており、死亡

個体の種や、頭羽数、発見場所とその環境といった基礎情報が蓄積されている。 
 
ウ 全国共通フォーマットの提唱 

全国共通のフォーマットがあれば、データのバイアスも小さくなり、より効率的にデータが

活用できてその活用範囲も広がる。「リハビリテーション」では、全国フォーマットの導入が強

く望まれる。すでに都道府県レベルで先行してデータベース化が進んでいるところもあるが、

これからという都道府県は、できるだけ共同で共通のフォーマットを使用するなどの努力も必

要である。 
 
（３） データの活用 

収集・蓄積されたデータは、適切な活用を通して、健全な生態系や生物多様性の保全に

還元することが求められる。 
 
ア 野生動物の基礎データとしての活用 

フリーレンジの野生動物が手元にもたらされることで、様々な生物学的データが収集でき

る。例えば、その地域での生息・繁殖確認、体重・全長などの身体計測値、生理学的・生化学

的情報、病理学的情報、微生物学的情報、寄生虫学的情報、繁殖学的情報といった、生物学

及び獣医学などに関わる種々の基礎的なデータが得られる。基礎データの蓄積に乏しいフ

リーレンジの野生動物では、これらのデータは貴重なものである。 
基礎生物学から応用生物学まで幅広い分野での活用が可能であり、活用形態も基礎分野

の研究活動での活用から、生態系や生物多様性の実際の保全事業での活用まで、様々な可
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能性がある。 
 
イ 予防的活用 

収集したデータの活用法として、重要なのが予防的活用である。例えば、フリーレンジの

野生動物における感染症の動向を知ることでその予防に役立てたり、負傷原因や事故の発

生場所の分析から、負傷の予防対策を講じたりすることができる。「救護」では、一部の限られ

た例を除きデータの予防的活用はされてこなかったが、今後は「リハビリテーション」におい

て積極的な取り組みが求められる分野である。 
 

なお、リハビリテーションで得られたデータのうち、救護原因の分析を環境モニタリング的

役割で活用する程度なら問題ないが、本格的な環境モニタリングとして活用するには、収集

されるデータ群はバイアスが大きすぎる。また、受け身的な収集体制では、サンプルサイズ

が不十分となる可能性も否定できない。そのため、 初からターゲットが決まっているモニタ

リングについては、リハビリテーションのデータで代用することはせず、専門家が計画性をも

ってリハビリテーションとは別に実施することが求められる（１２（３）を参照）。 
 
（４）データ収集と活用のシステム 
   データの収集・蓄積と活用は、保全医学並びに生物多様性保全の推進に効果的に寄与す

るものでなくてはならない。そのためには全国及び複数地方ごとにデータセンターとなる施

設あるいは機能の整備が必要である（１２（１）を参照）。 
 
 
１１ 「救護」「リハビリテーション」における役割分担と今後のシステム構築の方向性 

 

（１） 「救護」での課題 
現在の「救護」では、行政、獣医師、民間団体、市民などの関係者間での役割分担や、責

任の所在が明確にされていない部分が大きい。それぞれがおよその役割を理解してはいる

が、どこでそれが線引きされているかが明確でないため、責任の所在もあいまいになりがち

で、活動の実際において、連携不足による作業の滞りや負担の偏りの原因にもなっている。

また、リスクの発生に対し必要な対処ができないおそれがある。 
 
（２） 「リハビリテーション」における各関係者の役割 
ア 行政の役割 

行政は市民の生活が円滑であるように、税金を使用して、様々な制度を策定・運営し、公

共サービスを提供している。公益性のある目標と、その達成のための効率的な税金使用が求

められる。実施事業には成果やデータの提示が必要で、それが適正な税金使用の説明責任

ともなる。そのため行政は、融通や小回りが利くとは言い難い。 
「リハビリテーション」では、それにかかわる地域のシステム統括と管理（許認可を含む）を

行うのは行政にしか果たせない役割である。また、「リハビリテーション」の成果の取りまとめ

の中心になることも求められる。市民や民間団体には困難あるいはリスクが大きい事柄、例え
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ば「リハビリテーション」に関わる施設の設置や運営、感染症が予想される個体の回収なども、

行政の役割となるであろう。様々な市民対応も、基本的には行政の負うべきところである。 
 
イ 民間団体の役割 

税金使用に係る整合性を考慮せずに活動できることが民間団体の特徴であることから、小

回りや融通が利き、地域の事情や特性によく対応した活動を展開することが比較的容易であ

る。行政が行うには非効率的な、草の根的な活動が行いやすい。 
「リハビリテーション」ではこれらの特性を生かして、行政の手の届かないところを上手くサ

ポートし、加えて得意とする分野ではリードすることが求められる。例えば、行政には税金の

効率的使用という面で説明責任が果し難い一般種の救命・治療に関しても、民間団体であれ

ば批判を受けることなく資金や人材を投入できる（現行の「救護」の存続、１３．（３）アを参照）。

また、市民個人とのつながりを大切にした環境教育などの普及啓発も、民間団体の得意とす

るところであろう。 
 
ウ 獣医師の役割 
（ア） リハビリテーションに携わる獣医師の役割 

a 獣医療の提供者及び現場の感染症対策監督者 
獣医療の専門家として、傷病個体に獣医療を提供して、その診断・治療を行う。また、機

能回復訓練や飼養管理に実際に関わったり、アドバイザーとしてサポートしたりする。さら

に、「リハビリテーション」の現場において、衛生管理を含む感染症対策の監督者として適

切な対策マニュアルを策定し、その確実な実施を促す。 
 

b 臨床以外の専門分野の知識・技術の提供 
「リハビリテーション」では従来型の個体の救命に、保全医学的要素などが加わっている

ため、感染症、公衆衛生、解剖、病理、希少種の遺伝子保全など、臨床以外の専門分野に

おいても、専門家としての知識と技術を提供することが求められる。 
 

c 普及啓発（一般的な環境教育及びリハビリテーションの普及啓発） 
向き不向きなどもあるので、自身の適性を見極めた上で、可能な範囲で関わる。また、

そのサポート体制の構築も必要である。 
 

（イ） リハビリテーションに関わる獣医師の要件 
「リハビリテーション」に関わる獣医師の要件として、以下を提案する。 

 
a 「リハビリテーション」における合目的性（３（５）ア（ア））の考え方を理解し、それに基づい

て行動すること。 
 

b 野生動物に関する獣医学的な専門知識・技術を保持していること 
野生動物に対する獣医療、感染症・公衆衛生、解剖学、病理学など、従来の獣医学に

関わる知識及び技術が提供できなければならない。その多くが家庭動物や産業動物な
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どを対象にして発展してきたため、野生動物に対応するためには、いままでの知識や技

術を単に応用するだけではなく、新しく習得することも必要である。 
 

c 野生動物や生態系、生物多様性などに関する基礎知識を有すること 
従来の獣医学に関する専門知識・技術だけでなく、野生動物や生態系、生物多様性

にかかわる学問分野を理解し（３（５）ア（イ））、「リハビリテーション」における獣医師及び

獣医学の立ち位置を認識して活動することは、適切な方向へ「リハビリテーション」を発

展させていくためにも重要である。これは「リハビリテーション」の目的を「健全な生態系

や生物多様性の保全」としているからである。 
 

d 上記の知識・技術の習得に積極的・継続的に努めること 
        b の専門知識・技術及び c の基礎知識は、 新のものが次々と更新されるため、継続

的な習得に積極的に取り組む姿勢が大切である。 
 

なお、普及啓発・環境教育を獣医師に強制するものではないが、「リハビリテーション」に関

わる獣医師はその技能を備えることが望まれる。上記cを満たしていれば、普及啓発・環境教

育で伝達が求められる情報の部分は十分に習得されており、ゼロからの準備が必要というわ

けではないからである。あとは伝え方の技能の問題であり、その積極的習得と「メッセージの

伝達者」としての役割を期待したい。 
 
エ 市民の役割 
（ア） リハビリテーター 

リハビリテーターとして積極的にリハビリテーションに関わるという選択肢がある。その

役割や要件については、すでに詳細に示した（５ を参照）。 
 

（イ） 通報者 
現状では、市民は傷病個体や死亡個体を一次収容施設や行政の窓口に持ち込むこと

で、救護に関わっている場合がある。しかし、中間報告でも述べたように、感染症予防の

観点からは市民が安易に傷病個体や死体に触れることは避けた方が良い。そのため将

来的には、個体を回収する場合には行政が行い、市民の関与は通報のみにとどめたほう

が安全と考えられる。 
通報システムが上手く構築されれば、全国的なデータ収集が行われ、活用に耐えうる

データベースへと発展する可能性もある。詳細については、「１０ 個体から得られるデー

タの収集と活用」を参照されたい。 
 

（ウ） 資金調達 
寄付を行って活動を支えるという関わり方もある。また、持ち込んだ傷病個体の治療費

を市民が支払うことによって、寄付と同じ貢献をすることも可能である。 
 
（３） 「リハビリテーション」における役割分担の提唱： ２つのモデルシステムの提示 
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「リハビリテーション」への変化に当たって、先に示した特性、得意分野や専門性に応じて

役割を分担することで、現場での課題の解決に繋がる部分が大きい。 
ここでは、現在多くの自治体で採用している、地方獣医師会を通して開業獣医師が一次収

容施設となって獣医療を提供するというシステムにおいて、「傷病個体の受入窓口」に関して、

行政と開業獣医師の役割分担を明確にした場合、どのようになるのかを比較提示する。なお、

この比較では、「リハビリテーション」への移行期を想定して、適切な「リハビリテーションセン

ター」（後述（６）を参照）はまだ存在せず、獣医療の提供は開業獣医師が中心となって担うこ

とを前提としている。 
 
ア 「行政が窓口」となって傷病個体を受入れるシステム（近いシステム： 北海道、岐阜県など、

資料３及び４） 
市民からの連絡で、まず行政が窓口となって傷病個体を引き取る。その後、動物病院（一

次収容施設）に搬送し、診察・治療を行う。放野までは、公的あるいは民間の動物関連施設

（二次収容施設）での飼育を行う（但し、現状では、市民が動物病院に直接持ち込むこともあ

り、完全な窓口の一本化は達成できていない。また、放野までの飼育に関しても、動物病院

での継続飼育や、市民ボランティアによる自宅での飼育が行われており、様々な課題が顕在

化している）。 

 
（ア） メリット 

a 傷病個体は必ず行政窓口を通るので、行政の獣医師による感染症の有無の把握などの

適切な初期対応が容易になる。また、その際に、明らかに野生復帰が困難と思われる個

体は、動物病院への搬送をせずに、行政側での安楽殺処分が可能であり、開業獣医師

へかかりがちな安楽殺処分判断の責任が軽減される。 

b 持ち込んだ市民への対応を含めた受入対応の一貫性が保ちやすい。 

c 開業獣医師が市民への対応に手を煩わされることがなく、負担が軽減される。 

d 対象種の絞込みに関しては、持ち込んだ市民への説明は行政が行い、対象種だけが

一般動物病院に持ち込まれることから、開業獣医師は市民の「どうして診てくれない」と

いう苦情に対応したり、それに伴う評判を心配したりすることがない（「生物多様性保全の

観点からのトリアージ」の実施が容易になる）。 

 
（イ） デメリット 

a 一度行政窓口を通るので、一次施設での診察・治療までに時間を要する。９時から１７時

以外の時間帯や休日には対応できない。 

b 行政にとっては受入や搬送、市民対応などに手間がかかる。行政コストが大きくなり、専

門職の配置も容易ではない（北海道では１４の出先に担当獣医師を配置している（動物

愛護業務と兼務））。 

c 開業獣医師にとっては、治療方針決定の自由度が低い。 

 
イ 傷病個体が「一般動物病院を窓口」として直接搬入されるシステム（近いシステム： 大阪府

など） 
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行政はシステムの維持管理にのみ関わり、傷病個体の搬送先を指示はするが、傷病個体

は直接、市民によって動物病院（一次収容施設）へ搬送される。その後、放野までは、公的あ

るいは民間の動物関連施設（二次収容施設）での飼育を行う（現状では、放野までの飼育に

関して、動物病院での継続飼育や、市民ボランティアによる自宅での飼育が行われており、

様々な課題が顕在化している）。 

 
（ア） メリット 

a 行政窓口を通さないため、発見から診察・治療開始までの時間が短縮される。 

b 行政としては傷病個体の受入や搬送、受入時の市民対応などの手間がかからない。 

c 開業獣医師の治療方針決定の自由度が高い。 

 
（イ） デメリット 

a 傷病個体に感染症があった場合、行政による把握や対応の遅れが生じる。 

b 持ち込んだ市民への対応を含めた受入対応の一貫性が保ちにくい。 

c 開業獣医師が個体を搬入した市民への対応も担当しなければならない。 

d 開業獣医師に安楽殺処分の判断が求められる。  

e 対象種の絞込みに関しては、対象種以外の種も一般動物病院に持ち込まれることから、

開業獣医師は市民の「どうして診てくれないのか」という苦情に対応したり、それに伴う風

評を心配したりしなければならない（「生物多様性保全の観点からのトリアージ」の実施

が困難である）。 

 
このように現行のシステム（あるいはそれに近いシステム）で行政と開業獣医師の役割を明

確化して、異なるモデルを比較するだけでも、どのような課題が解決でき、あるいは解決され

ないのかが明らかになってくる。 
「リハビリテーション」への移行は困難だと思われがちだが、上記アのモデルシステムのよ

うに、傷病個体の受入窓口を行政にしっかりと一本化することだけでも、複数の課題が解決さ

れて「リハビリテーション」へと近付くことができる。 
 
（４） 費用負担の課題の解決： 役割分担の考え方の導入 
ア 公が負担する限界 

「リハビリテーション」の全てを公的資金で行うことは極めて困難である。それは、（２）アに

示したように、公益性・効率の高い部分のみに税金を投入して成果を挙げることが求められる

行政の特性として、合目的性の側面から、役割分担という形などを通じて希少種に対象を絞

ることなどが不可避であるからである。 
 
イ 「受益者負担」という発想 
（ア） 救護理由と税金 

傷病個体を持ち込む市民の多くが「目の前の傷ついた動物を助けたい」という思いで

あり、公益性を踏まえて「生物多様性保全のために」と考えて助けて欲しいと訴えるので

はない。「リハビリテーション」を生物多様性保全などの目的を掲げて行政が行うとするな
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ら、個人の欲求の完結（これが良い悪いというのでは決してない）のために公的な資金を

投入することは、理解が得られ難い。それならば、持ち込んだ市民による「受益者負担」と

いう考えがあっても良いのではないかと思われる。丁寧に説明さえすれば、市民が納得

して治療費を負担することも多いという、日本での実例もある（コラム６）。 
これが成り立つなら、希少種は公的な資金で負担し、一般種は市民や民間で係る費用

を負担するという役割分担の形で、行政は「生物多様性保全の観点からのトリアージ」を

達成しながら、公益性の高い「リハビリテーション」へと発展していくことが可能である（１３

を参照）。 
 

（イ） 開業獣医師による費用負担の軽減 
役割分担としての市民による「受益者負担」は、治療費を請求せずに（あるいはできず

に）傷病個体を診療している開業獣医師の負担を軽減することにも繋がる。また、このよう

な形で、フリーレンジの野生動物への獣医療提供に対する金銭的報酬が保証されれば、

「救護」「リハビリテーション」に関わる獣医師の減少に対する懸念を、一部払拭できるので

はないかと考えられる（後述（５）を参照）。 
但し、現場では傷病個体の診断・治療の詳細とその費用に関して、開業獣医師が記録

していないケースがある。このデータの欠如は、傷病鳥獣に対して行われた治療内容と

係る費用が把握できないことに繋がり、客観的な事業の評価が困難となる。それだけでな

く、上記のように市民への負担を求めたり、希少種に関して行政への費用負担を求めたり

する際にも、要求金額の正当な要求ができないことにも繋がるので、記録は必ず行わな

ければならい。 
 
ウ 民間資金の活用 

日本では欧米ほど民間団体が経済力を持っているわけではないが、それでもその特性を

生かして自己資金を調達し、一般種などの治療を行うことで、費用負担の役割分担を行うこと

は可能である（後述 オを参照）。 
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【コラム６： 「救護」に対する市民の感覚－費用負担と対象種の絞込みについて】 

一般市民は「救護」に対する費用負担や、対象種の絞込みについてどのように考えている

のであろうか。動物病院に傷病野生動物を持ち込んだら費用負担を求められた、あるいは、

一般種は救護してもらえない状況であったら、と考えると、どちらも市民には受け入れ難いよ

うに思われる。しかし、実情は少し違うようである。 
 愛知県では、傷病鳥（哺乳類は救護の対象外）が県の指定する保護指導獣医師に持ち込

まれた場合、診察については県が負担するがその後の検査や治療の費用は出ないことにな

っている。検査・治療費用の半額を持ち込んだ市民に請求する形で、救護を続けている獣医

師がいるが、説明さえすれば半額を負担してくれるケースが殆どであるという。中には全額

負担を申し出る市民もいるという。このような事例を見ると、「市民負担」の考え方を救護やリ

ハビリテーションに取り入れることは、決して無理ではないと思える。 
  また、栃木県が県民に対し平成１８年及び２３年に行った鳥獣に対する考え方について

のアンケート（栃木県第１０次及び第１１次鳥獣保護事業計画）では、回答者のおよそ６割が、

「傷病鳥獣個体は保護する必要がないか保護しても希少種に限定して行うべき」との考えを

持っていたと報告されている（図２）。２３年の結果ではその割合は多少減少しているが、これ

は回答の選択肢に、前回には無かった「わからない」が追加されたことによるものと考えられ

る。しかしながら、これらの結果は、県民の大半が救護対象種を限定することに対して抵抗感

が無いことを示していると言えるだろう。アンケートの他の部分でも、回答者の８割（１８年）及

び６割（２３年、この減少も回答者が「わからない」の選択肢に流れたためと思われる）が野生

動物の餌付けに関しては否定的であり、多くの県民が野生動物とは一定の距離を保って関

わるべきだと認識している様子が伺える。これは、適切な普及啓発を進めれば、一般市民

は、予想以上に抵抗なく現状を理解し、基本になる考え方を受入れられることを示唆してい

る。なかなか変われないのは、市民ではなくて獣医師の方なのかもしれない。 

21.1%

52.5%
4.4%

2.6%

15.9%
3.4%

Q あなたは、ケガをした野生鳥獣を

保護することについてどう思いますか。

（n=1,363）
全て保護する必要がある

希少性のある野生鳥獣に限

定して保護する必要がある

保護する必要はない

その他

分からない

無回答
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エ 新しい資金調達法の開拓 

下記のように、民間団体では様々な資金調達が試みられてはいるが、欧米に比べて寄付

文化が根付いておらず、また、寄付に対する税金の優遇措置に乏しい日本では、大口の寄

付を期待することは難しい。特に経済状況が良いとは言えない中、人に対してではなく野生

動物に対しての寄付を、通常の方法で募るのは容易ではないだろう。 
そこで、行政と民間団体、市民が一緒になって、「救護」「リハビリテーション」基金の設立を

考えるのも一案ではないかと思われる。方法さえ上手く考案すれば、年間１，０００円程度の

額であれば、寄付を考える市民はかなりいるはずである。そのヒントが、下記に紹介する米国

の例である（コラム７）。 
また近年は、クラウド・ファンディング（コラム８）と呼ばれるインターネットを利用した資金調

達が注目されている。リハビリテーションの各関係者が多方面にアンテナを張り、新たな資金

調達法を探ることも必要である。 
 
オ 民間団体における資金調達 

「救護」「リハビリテーション」に関わる民間団体では、知恵を絞って活動資金を捻出してい

るところが多い。所属会員の会費などに加えて、様々な物品（野生動物のグッズなど）の販売

などの収益を利用しているケースも少なくない。講習会・研修会、あるいは自然観察会などを

実施して、徴収した参加費の一部を役立てているケースもある。 
   海外では、環境教育プログラムの提供（出張授業など）や教育セットの貸し出し・販売などで、

さらに積極的に資金を調達しているケースもある。 
 
 
 
 

60.4%

13.8%

5.5%

17.2%
3.2%

Q あなたは、サルや白鳥など野生鳥獣に食べ物を与えるこ

とについてどう思いますか。

（n=1,363） やめるべき

やめる必要はない

その他

わからない

無回答

 
図２．平成２３年度県政世論調査のアンケート結果の抜粋 

（栃木県第11 次鳥獣保護事業計画より） 
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【コラム７： 野生動物保全のための資金調達－米国ミネソタ州の例】 

野生動物保全のための資金を調達するのは、米国でも容易ではない。野生動物の中で

も”game”と呼ばれる狩猟対象種は、消費的活用が多いことと狩猟ライセンス料が州に入る

こともあって、その保全管理費用に困ることはない。しかし、それ以外の野生動物

種”nongame”には、絶滅危惧種指定でもない限り、潤沢な資金は回ってこないのが現状で

ある。 
 そこで” nongame”保全管理のための資金を集めるために考え出されたのが、州の納税

システムを上手に活用する方法である。日本と異なり、米国では留学生であっても会社員で

あっても、全ての人が税金の申告手続きをしなければならない。ミネソタではその州所得税

の申告用紙に、州の鳥である「アビ」のイラストが描かれた欄がひとつあって、そこに

は”Nongame Wildlife Fund”（非狩猟鳥獣基金）と記されている。税金の申告用紙の記入

時に、金額を書き込むだけで、書類の提出と同時に寄付が完了する上手い仕組みである。

納税にせよ還付にせよ、金額には大抵端数が出るため、その分に加減してきりの良い数字

にして寄付するという州民が多いようである。例えば５８０ドルの納税が必要なら、Fund に２

０ドルの寄付で６００ドルを納め、２１５ドルの還付なら１５ドル寄付で２００ドル戻ってくること

になる。これならば誰でも簡単に、野生動物の保全に寄付ができる。 
 日本で直接応用できる手法ではないが、少しの工夫で市民から基金を募ることできるとい

うヒントになる事例である。日本でもし同じような仕組みがあれば、年に数千円ならと、寄付

をする人もかなりいるように思われる。

【コラム８： クラウドファンディング】 

クラウドファンディングは、群集（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語で、

不特定多数の人から小口の資金を集める仕組みである。通常はインターネットを経由して

行われ、資金提供者へのリターン（見返り）の形態によって「寄付型（金銭的リターンな

し）」、「投資型（金銭的リターンあり）」、「購入型（商品や権利のリターンあり）」に分類され

る。クラウドファンディングでは、「プラットフォーム」と呼ばれる組織が、インターネット上（サ

イト）で資本調達を希望する個人・団体と出資者を仲介することが多い。例えば米国では、

2013 年７月までのおよそ５年間で Kickstarter というサイトに約６，２００のプロジェクトが参

加し、およそ 300 億円の資金を集めており、日本でも CAMPFIRE を始めとした様々なサ

イトが知られている。近年、クラウドファンディングの市場規模は急速に拡大を続け、2013
年の世界の資金調達額は 5,100 億円と試算されている（２０１３年１２月１１日朝日新聞朝

刊）。 
クラウドファンディングが活用されている分野は、映画やスポーツなどの文化芸術、商品

開発や科学研究、個人・法人事業への出資、地域活性プロジェクトなど多岐にわたる。日

本では、京都大学の山中伸弥教授が、iPS 細胞の研究開発資金の一部をクラウドファンデ

ィングで調達したことを記憶している人も多いだろう。 近では、女性浪曲師が米国講演の

資金をクラウドファンディングで調達したことがメディアで紹介されている。この資金調達法

は、今後日本でもさらに普及していくと考えられ、「救護」「リハビリテーション」の分野での

活用も十分期待できるシステムである。 
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（５） 開業獣医師の登録制度などによる負担軽減 
「救護」の現場では、傷病鳥獣の治療は負担が大きく、関わってはいるものの積極的には

取り組めていない開業獣医師がいるのも事実である。「リハビリテーション」への発展に向け

て、現状で参加している開業獣医師の参加程度の意向（積極的参加、条件付きで参加、不参

加、など）を再確認し、それを尊重することが必要である。その上で専門医の認定制度や行

政による指定施設の登録を行うなど、意欲や専門的技術を持つ人がより積極的に参加でき、

負担に感じる人には無理強いしないですむようなシステムの構築が求められる。そのような

システムでは、症例を多く経験したい開業獣医師には、現行より多くの症例に対応できる可

能性が高くなるだけなく、積極的な症例への取り組みによって、より成果が上がることが期待

できる。したがって、登録制度などによって「救護」「リハビリテーション」に関わる獣医師が減

少すると考えるのではなく、各人の技能の向上に繋がるといった捉え方が適切ではないかと

思われる。 
 

（６） 適切な公的施設の必要性： リハビリテーションセンター 
   一般動物病院や市民自宅での傷病個体の収容や治療には、感染症リスクや動物福祉の

問題、野生動物の飼育欲求刺激の可能性や、違法飼育を見えにくくするおそれなど、様々な

課題が存在する。また、研究調査活動の実施やデータの集約・解析なども、その中心となる

施設がなければ困難である。そのため、適切な設備と専門スタッフを備えたリハビリテーショ

ンセンターの設置が求められる。 
なお、リハビリテーションセンターは保全医学的視点を備えてはいるが、その活動は収容

される傷病野生動物（死体を含む）を対象とした主に受身的なものであり、ワイルドライフヘル

スセンターとは異なる施設である（１２を参照）。 
ア リハビリテーションセンターの要件 
（ア） 適切な診療・治療施設を備える 
（イ） 適切な感染症対策が取れる： 検疫エリアや隔離施設の存在 
（ウ） 適切な QOL を保てる飼育施設（回復期）を備える 
（エ） 適切な機能回復訓練施設を備える 
（オ） 研究・調査への貢献が可能である： 研究施設などには限りがあっても、採材や臨床デ

ータの蓄積など、基礎的なことは独自で可能である。他組織との連携によって、調査・研

究への参加が可能である。 
（カ） （２） ウ （イ）の「獣医師の要件」を満たす獣医師が常駐する 

 
イ 都道府県間の協力体制 

自治体の財政が厳しい中、各都道府県に「リハビリテーションセンター」を設置することは

困難が予想される。近年は、広域連合などで近隣自治体の連携が強まっているところもあり、

複数の自治体で地域性・専門性などを生かした施設の共同設置・運営を検討するのも一案か

もしれない。これによって傷病個体を集中させることで、関わる獣医師などの経験症例数増

加にも繋がり、また、海に近い環境では海鳥や海生哺乳類を集中させるなどすれば、各施設

の専門性も高まり、より大きな成果も期待できる。 
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ウ 獣医師の配置 
   「リハビリテーションセンター」に配置する獣医師は、野生動物への獣医療の提供だけを行

うのではなく、感染症対応など保全医学的に広く貢献できる人材が求められる（（２）ウ（イ））。

可能であれば、複数の獣医師の配置により、専門に応じて役割分担ができればなお良い。 
 
エ リハビリテーターの配置 

状況に応じて、５（２）イの要件を満たした「リハビリテーター」を配置し、活動をより充実した

ものとする。 
 
オ 「ワイルドライフヘルスセンター」の必要性 

将来的には、「リハビリテーション」だけにとどまらず、縦割りのシステムでは困難な総合的

な野生動物への対応を、保全医学的な大きな枠組みで可能にしていくことが望まれる。その

ためにも、ワイルライフヘルスセンターの設置が必要である。ワイルドライフヘルスセンター

の設置により、例えば、縦割りのシステムで行われがちな感染症対策や傷病野生動物対策を、

「生態系の健全性」の視点から総合的かつ系統的に実施することができる（１２を参照）。 
 
（７） ネットワークの構築と活用 

今まではネットワークといえば、傷病個体の救命や機能回復、飼育管理などに関わる部分

でのつながりが中心であった。もちろんこれらは重要であり、今後も更なるネットワークの拡

大と充実を目指す必要がある。 
それに加えて今後は、保全医学的な観点から、既存のネットワークなども活用しながら、野

生動物の大量死や感染症などに対応すべく、感染症早期警報システムなどの新たな体制の

構築も求められる（前述（６）イ、及び下記１２（４）とも関連）。また、社会学的分野や人文科学

的分野のように、自然科学分野とは全く異なる分野との交流とネットワーク作りを通して、新し

い視点を得ることも重要である。これは「救護」から「リハビリテーション」への発展に向けて、

改めてクローズアップされた環境教育や普及啓発などを効果的に進めていく上で、大きく役

立つはずである。 
 
 
１２ ワイルドライフヘルスセンター 

 

ワイルドライフヘルスセンターは、収容される傷病野生動物（死体を含む）を対象として、主に

受身的な活動を行うリハビリテーションセンターとは同義ではない。傷病個体を含めたフリーレ

ンジの野生動物全体（個体、個体群、生物群集（個体群の集合体））を対象とし、その健康状態

（健全性）に関する情報収集や調査研究、課題への対応策検討などを、受身的に限らず積極的

にも実施することで、人を含む生態系の健全性や生物多様性の維持・改善に貢献する機関で

ある。今後益々その重要性は増すと考えられ、できるだけ早期の設置が強く望まれる。 
 
（１）  ワイルドライフヘルスセンターによるリハビリテーション活動の発展と統括 

ワイルドライフヘルスセンターの設置は、個体救命に限定されがちな現状から、「生態系
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の健全性への対応」へとリハビリテーション活動の守備範囲を広げることに繋がる。中間報

告で提言したように、「リハビリテーション」の活動をワイルドライフヘルスセンターの傘下で

行うシステムが確立できれば、例えば、生態系全体の感染症対策と野生動物の傷病個体

や死体についての一括対応が可能になる。また、各地域のリハビリテーションセンターを

統括する上位機関として、リハビリテーションから得られるデータの集約や解析を行い、保

全医学的貢献へと繋げる役割も期待される。 
 
（２）  ワイルドライフヘルスセンターによる感染症対応の統括と強化 

ワイルドライフヘルスセンターが存在すれば、野生動物の感染症に関してその調査や

対策の全国統括が容易になる。例えば、ワイルドライフヘルスセンターが野生動物に関わ

る感染症サーベイランスを統括できれば、現状で関連各省庁（厚生労働省、環境省、農林

水産省など）が必要に応じて個別に調査を行い、その情報が上手く共有されていないとい

った現状の改善にも繋がる。さらに、野生動物の感染症の早期発見や早期警報システム

の構築による国際的防疫体制の強化といった、 近の世界的な動きへの対応にも、ワイル

ドライフヘルスセンターの設置が必要かつ効果的であろう。 
 
（３）  感染症以外のモニタリング機能 

鉛中毒やダイオキシンなどの化学物質による汚染など、野生動物及び生態系に対する

非感染性リスクのモニタリングについても、ワイルドライフヘルスセンターが中心的役割を

果たし、統括することが期待される。ワイルドライフヘルスセンターを中心とすれば、「救

護」「リハビリテーション」のデータに大きく依存することなく、これらのリスクに対して計画的

かつ適切なモニタリングが実施できる。 
 
（４）  既存の施設や連携体制の活用によるシステムの先行稼働 

現状では新規にワイルドライフヘルスセンターを建設することは困難でも、各地域（各自

治体、広域連合など）において既存施設や各種団体とのつながりを利用し、まずはシステ

ムとしてスタートできる可能性は十分にある。特に感染症に対しては、機能的な対応システ

ムの確立が急務であり、ワイルドライフヘルスセンターのシステムの先行稼働は、その点で

も意義のあることである。また、各地域が先行してシステムを構築・実行・検証する方が、ワ

イルドライフヘルスセンターの実現化に向けての近道かもしれない。 
但し、システムさえ存在すれば、ワイルドライフヘルスセンターの設置は必要ないという

ことではない。上記で提案した先行システムは、ワイルドライフヘルスセンターの機能の一

部を暫定的に担うだけであり、センターの代替とはなりえないからである。 終的には、複

数の地域センターとそれらを統括する国管轄の中央センターの設置が求められる。 
 
（５）  ワイルドライフヘルスセンターにおける獣医師及び獣医師会の役割 

保全医学的観点から、ワイルドライフヘルスセンターの必要性及び重要性は益々大きく

なると考えられる。「健康」に関わることは獣医師の得意分野であり、獣医師であるからこそ

成果の上げられる領域である。ワイルドライフヘルスセンターの設置及び運営においては、

獣医師及び獣医師会が中心的役割を果たすことが期待される。 
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１３ 「リハビリテーション」における「２つのトリアージ」 

 

トリアージの実施においてその障壁となっているのが、フリーレンジの野生動物と家庭動物

の違いが獣医師にも市民にもよく理解されていないため、フリーレンジの野生動物に対しても

家庭動物と同じ対応をしてしまうことである。 
 
（１） 野生動物と家庭動物の違いの理解 

現行の「救護」で傷病野生動物が持ち込まれる一般動物病院では、通常は家庭動物の診

療が行われている。家庭動物では「死」は避けるべきものであり、救命には全力が注がれ

る。 
しかし、フリーレンジの野生動物に対してそれが常に正しいかといえば、必ずしもそうとは

限らない。希少種では「死」が避けられる存在である一方、個体数調整の対象種では「死」を

求められる。さらに生態系では生物の「死」は「生」と同じく必要不可欠な事象であり、全ての

フリーレンジの野生動物は生まれて死ぬことによって食物連鎖に組み込まれる。また、弱い

個体は淘汰されて強い個体が生き残ることで、その種の存続を確実なものにしている。 
また、フリーレンジの野生動物は自然界で生態系の一員として、繁殖活動に参加し、上記

のように食物連鎖に組み込まれることで、その役割を全うしている。これは家庭動物が家族

の一員として可愛がられ寿命を全うすることが期待されるのと同じである。 
このようにフリーレンジの野生動物と家庭動物には、「死」の持つ意味にも、期待される役

割にも違いがある。違いのある両者に対して、その対応が異なって当然であるが、家庭動物

の医療現場である動物病院では、どうしてもフリーレンジの野生動物に対しても家庭動物と

同じ対応をとってしまいがちである。それが「救護」「リハビリテーション」の現場で、フリーレ

ンジの野生動物においては適切である安楽殺処分や、終生飼育の回避などを妨げる要因

になっている。 
    したがって、獣医師も市民と共に、両者の違いについて理解を深めていく必要がある。 
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（２） 野生復帰をゴールとしたトリアージ 

野生復帰できない個体に対して、現場で安楽死を選択し実施することは、関わる獣医師

の間では、以前に比べれば受入れられるようになってきた。 
 
現場での安楽殺処分に関わる課題で大きいものは、動物病院に傷病個体を持ち込んだ

市民に対して、安楽殺処分に関して開業獣医師が説明責任を果たさなければならないと

いう点であろう。上記のように、野生動物と家庭動物の違いが認識されていない、あるいは

認識されていても受入れがたいという状況では、安楽殺処分に係る課題の解決は、獣医師

と市民の双方にとって困難で時間のかかる作業である。解決策としては、問答集の作成（１

５（３）ア）による現場のサポート、また、窓口を行政に一本化することで、開業医が個別対

応を回避できるようにするなどが考えられる。 
 
（３） 生物多様性保全の観点からのトリアージ： 対象種の絞込みに関して 

誤解されがちであるが、これは希少種しか個体救命を認めないという考え方ではなく、

できるだけ効率も公益性も高く、また保全医学的にも貢献できる活動にするための優先順

位付けという考え方である。また、生態系撹乱のリスクなどを理由にした外来種の救命・放

野の回避なども、生物多様性保全の観点からのトリアージと考えることもできる（４（３）イを

【コラム９： 野生動物と家庭動物、産業動物の違い】 

上記のようなフリーレンジの野生動物と家庭動物の違いは、「死」が見えている場合に

は、特に感情的に理解が困難になる。しかし、我々は日常生活で意識せずに、動物グルー

プの違いに基づいて異なる対応をしている。例えば、ウシなどの産業動物はイヌやネコの

ように家族の一員として大切にされて寿命を全うすることを期待されているのではなくて、食

肉として供されたり、牛乳など我々に食糧を供給することを期待されている。我々は暗黙の

了解の内に、イヌやネコをかわいがる一方で、牛肉を食している。産業動物では、一般市

民から「死」が見えないので、戸惑いなくこのような「対応の使い分け」がなされているだけ

である。 
動物のグループによって、人が異なる役割を期待し、それによって異なる対応をとるとい

うことは、意識していないだけで長年行われてきたことである。しかし、動物グループ間の

違いの認識と、各グループに対する適切な対応は、我々の生活様式の変化によって「死」

が隠されることで、近年崩れてきている。ここに記したことは、フリーレンジの野生動物とエ

キゾチックペット、動物園などの展示野生動物との混同で、多様な問題が発生しているのと

根本は同じである。 
違いの適正な認識と対応の「区別」がなされれば、意外に多くの動物に関わる課題は解

決すると思われる。理屈では分かっていても、感情ではなかなか受け入れられないというこ

とも良く理解できる。しかし、動物の側は変われない。時間はかかっても、検討を尽くし、普

及啓発に努め、我々がかつての感覚を取り戻すことが必要なのだと思う。それが双方にと

って、 も良い結果につながるはずである。 
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参照）。 
ただし、この「優先順位付け」に対して理論的には理解できても、感情的に受入れがた

いケースがあることも十分に考慮し、その受け皿の確保も必要である。以下のように、行政

は希少種対応、民間は一般種対応のように役割分担すれば、行政主導の「リハビリテーシ

ョン」ではトリアージが達成される一方で、現行の「救護」を残す形での民間活動では「助け

たい」という市民の声にも応えられる。 
 
ア 行政と民間の役割分担によるトリアージの達成 
（ア）  行政は税金を使用するため、公益性の高い「健全な生態系の保全」「生物多様性保

全」を目標として活動することが求められる。そのため、希少種への絞込みにより、効率

的な取り組みで目標達成に向けて成果を挙げていく。 
 

（イ）  「かわいそうだから助けたい」という市民の声はなくならないと思われるため、必要であ

れば民間はその受け皿としての機能（現行の「救護」に相当）も担うという方向性も考えら

れる。小回りや融通がきく利点を生かして、きめ細かい市民対応が可能と思われる。但し、

生物多様性保全を阻害しないように、外来種の放野などは行わず、また十分な感染症

対策の実施も求められる（４（３）イ）。また、資金の自己調達及び自己責任での活動が基

本であるとの認識が必須である。資金に関しては、持ち込んだ市民の費用負担という考

え方も、ひとつの解決策かと思われる（１１（４）イ）。 
 

種の絞込みが実施されれば、現在自治体から委託を受けて一次収容を行っている開業獣

医師にとって、経験できる症例数が著しく減少することを危惧する声もある。しかし、上記（イ）

の民間活動に開業獣医師が関われば、希少種のみならず、その他の一般種にも対応でき、

経験症例数の維持も期待できる。種の絞込みで生ずるデメリットも、他団体との連携によって、

このようにカバーできるケースもある。 
 

なお、上記のように行政が「リハビリテーション」で希少種への対応に限定することは、一般

種への対応を全く行なわないというのでもなく、また、国民の財産である野生動物を守るとい

う責任を放棄したものでもない。広く薄くではなく希少種に集中することで保全効果を高め、

一方で「リハビリテーション」以外の大きな枠組みで一般種にも十分恩恵をもたらす取り組み

（生息地の保全管理など）を行うことで、その責務を効果的に果たすことに繋がっている。 
 
 
１４ 「リハビリテーション」への発展に向けた獣医師への教育啓発 

 

既に詳細に述べたように、獣医師は今、変化を求められている。その変化を後押しするため

に、日本獣医師会や地方獣医師会、その他関連団体（日本野生動物医学会など）による獣医師

への教育啓発が求められる。 
 
（１） 「リハビリテーション」に関わる基礎知識・技術の習得 
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ア 卒前・卒後教育の必要性 
（ア） 卒前教育 

現在、獣医学教育モデル・コア・カリキュラムが作られ、その準拠テキストなどの準備も

行われている。その中で「野生動物のリハビリテーション」として項目にも挙げられ、教育

目標に「生物多様性保全」という言葉も使われている。しかし、講義に割かれる時間数は

極めて少なく、とても十分とはいえないので、希望する学生には更なる学びの場の提供

があっても良いと思われる。もちろん、積極的な独学も勧めなければならない。 
 

（イ） 卒後教育 
獣医師の卒後教育では、臨床技術・飼養管理に関する研修・講演など従来の獣医学に

関わるものは見られるが、保全医学や生態学の基礎など、「リハビリテーション」のバック

グラウンドとなる知識の習得が可能な機会は殆どないのが現状である。この不足した部分

の充足が必要である。 
 

イ 知識習得の支援： 獣医師会による支援の可能性 
各地方獣医師会でよく行われているウェットラボなど臨床技術習得の支援も継続した上で、

上記の不足した部分への支援が必要である。 
 

（ア） 単発的な研修及び講演会、連続的な講座などの実施 
状況は変化し、次々新しい知見や技術が加わるため、継続的な学びの機会が必要で

ある。短期間での十分な習得は難しいため、単発的なものに加えて、半年から１年を目安

にカリキュラムを作成し、それに従って連続的な講座を開催するなどの取り組みが求めら

れる。 
 

（イ） テキストの作成 
専門的技術書とは別に、上記の「不足した部分」に関して、現場の獣医師向けに読み

やすいテキストがあると良い。日本獣医師会等によるテキストの作成も検討すべきであ

る。 
 

（ウ） テキストに含むことが考えられる内容の例 
総論的内容 
①  生態系の仕組み 
②  生態系とヒトの関わり 
③  保全生物学・保全医学及び野生生物保護管理学の基礎 
④  野生生物保全における「救護」「リハビリテーション」の立ち位置 

 
各論的内容 
⑤  生命倫理と環境倫理 
⑥  人間との関係性の相違による動物の取り扱いの相違 

（野生動物とエキゾチックペット・家庭・産業・展示動物との違い） 
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⑦  野生動物の現状とヒトとの軋轢（野生動物問題） 
⑧  関連法規 
⑨  感染症とその対策 
⑩  種の識別・分類 
⑪  環境教育 

  
なお、機能回復訓練を含む傷病個体に対する獣医療については、専門書に譲ることと

する。 
 
 
１５ 「リハビリテーション」に関わる市民への普及啓発と対応 

 

本項目は、「９ 環境教育に関わる課題と対策」と密接に関係するため、合わせて参照された

い。 
（１） 市民向け普及啓発プログラムの方向性 

市民が「リハビリテーション」やその意義を理解するためには、その基礎となる自然の仕

組みやそれに人が与える影響、野生動物と人に関わる課題などを、まず理解することが必

要である。そのため、以下を通して、「リハビリテーション」の考え方の市民への浸透を図る

のが良いと考える。基礎部分を理解してもらえれば、「リハビリテーション」の考え方も自然

と浸透していくはずであり、逆に、基礎部分抜きでは浸透の達成は望めない。具体的な方

法は、対象年齢や普及啓発側の経験などによっても変わり、各地・各自で工夫を凝らす必

要がある。 
 

ア 「すべてはつながっている」ことの理解を促す 
（ア） 「豊かな生物多様性や健全な生態系」から、日々恩恵を受けていることを知る機会を

市民に提供する。「生物多様性」「生態系」という言葉は、 初は使わなくても、「生き物の

つながり」や「自然」といった言葉でスタートしても良いと思われる。使用語句の実例のひ

とつとして、例えば兵庫県加西市の「生物多様性かさい戦略２０１３」では、市民が理解し

やすいように「生きもの同士のつながり」をキーワードとして使用している。 
恩恵の例としては、清浄な空気や水、水産物や農産物、医薬品、自然からの防御（森

林やサンゴ礁による風や波の力の減弱など）、などがある（いわゆる生態系サービス）。

無数の例があるので、市民の身近な例を選んで複数を提示する、市民自身で身の回り

のことから見つけ出してもらう、などして、人が意識せずにいかに多くを享受しているか

を知ってもらう。 
 

（イ） 日常の人間の諸活動が生態系にも大きく影響し、 終的には市民自身にその結果が

返ってくることを知ってもらう。 
化石燃料の使用による温暖化の促進、人間活動が原因で増加した野生動物種による

農林水産業への被害、化学物質による水産物などの汚染、などがその例である。「もし

～したら、どうなると思うか」といった投げかけなどで、想像力を働かせて考えてもらう。こ
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の「想像力」は、普及啓発や環境教育ではキーポイントの一つである。 
 

これらの理解の過程で、「生物多様性」や「生態系」という言葉を解説すればよい。丁寧に

解説すれば、子供でも「生物多様性」の意味や概念は理解できる。 
 

イ フリーレンジの野生動物と家庭・産業動物との違いの認識を促す 
コラム９ にも記したように、日常生活ではこの違いを意識せずに生活している。近年、こ

の違いが認識されなくなっていることが、種々の野生動物問題を引き起こしている。 
 

ウ フリーレンジの野生動物とエキゾチックペット・展示動物との違いの認識を促す。この混同

がフリーレンジの野生動物との適切な関わりを阻害している場合が多い。 
 

エ 上記の理解に基づき「リハビリテーション」を共に考える。 
上記ア～ウを解説した上で、リハビリテーションとはどのようなものか、その意義や目的は

何なのか、どのような形で市民が関わっていくのかを共に考える姿勢で臨むと、メリット・デメ

リットも含めて市民に理解されやすいのではないだろうか。 
 
（２） 市民への普及啓発における獣医師の役割 

     市民の も身近にいる動物の専門家である「動物のお医者さん」として、開業獣医師が

果たせる役割は大きい。もちろん、教育という「人に伝える活動」については適性もあり、一

般診療業務と並行しての現場での市民説明は負担が大きいと感じる開業獣医師もいるので、

無理強いをするものではない。自身の適性を見極め、できる範囲で貢献してもらうために、

その手助けをして負担を軽減する対策も求められる。例えば、傷病個体受入を行政窓口に

一本化して、基本的に市民対応は行政が行う（１１（３））、対応マニュアル（問答集）の作成に

よって現場での獣医師による市民対応の支援をする（下記（３））、などが考えられる。もちろ

ん、リハビリテーションの現場で、環境教育に意欲的な開業獣医師が、市民への対応に積

極的に関わることは非常に望ましい。 
開業獣医師に限らず、その他の形で「リハビリテーション」に関わる獣医師（行政職など）も、

できる範囲で普及啓発に関わることが期待される。 
いずれにせよ、意欲的な人、適性のある人がより積極的に普及啓発活動に参加でき、一

方で負担と感じる人には、その負担の軽減が図れるような支援が必要である。 
 
（３） 「リハビリテーション」の現場での市民対応への支援 
ア 対応マニュアル（問答集）作成の提案 

上記（２）で記したように、リハビリテーションの現場で市民対応に役立つマニュアル（問答

集）の作成を提案する。但し、詳細は今後の小委員会での検討に委ねることとする（現在、

作成中）。 
 

イ 問答集の性質について 
本報告では、理想型として傷病鳥獣の受入を行政窓口に一本化することを提言している
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が、それが達成されるまでの移行期の間、現状での現場の負担軽減を少しでも実現するた

めに、問答集が役立てばと考えている。また、１（１）ウで言及したように、本報告及び 終報

告は獣医師だけでなく行政や市民にも向けたものであることから、次の性質を持つ問答集

を検討している。 
 

（ア） 同じ基本的考え方に立って、各関係者（行政・獣医師）が説明できる手助けとなるもの。 
（イ） 行政・獣医師が市民に対して一貫した対応をする手助けとなるもの。 
（ウ） 行政が市民へ適切な説明を行う責任を負う手助けとなるもの（行政が責任を負うことで、

開業獣医師の負担軽減に繋がる）。 
（エ） 開業獣医師が市民対応をする手助けとなるもの。 

 
 
＊参考・引用文献、ウェブサイトなど 
・米国ナショナルワイルドライフヘルスセンター（NWHC）ウェブサイト 
http://www.nwhc.usgs.gov 

・橋本 直幸  ２００８ 救護活動が野生動物に与える影響の微生物学的評価 －救護センター

における野生動物由来大腸菌の解析－  卒業論文  岐阜大学 
・保全医学の観点を踏まえた野生動物対策の在り方（中間報告）（日本獣医師会、平成２３年１０

月） 
・兵庫県加西市 生物多様性かさい戦略２０１３ 
 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/04keik/34seib.pdf 
・獣医学教育モデル・コア・カリキュラム 
 http://plaza.umin.ac.jp/~vetedu/cur/pages/shiryo.html 
・カリフォルニア州ワイルドライフ・リハビリテーション・パーミット・アプリケーション・プロセス 
http://www.dfg.ca.gov/wildlife/WIL/rehab/docs/ 
WildlifeRehabilitaionApplicationProcess.pdf 

・ミネソタ大学猛禽センターウェブサイト 
http://www.raptor.cvm.umn.edu 

・ミネソタ州所得税申告用紙 
 http://www.revenue.state.mn.us/Forms_and_Instructions/2012/m1_12_onescreen.pdf 
・ミネソタ州ワイルドライフ・リハビリテーション・パーミッツ 
 http://www.dnr.state.mn.us/eco/nongame/rehabilitaion/permits.html 
・日本獣医師会活動指針 
 http://nichiju.lin.gr.jp/about/pdf/guide.pdf 
・日本野生動物救護獣医師協会（WRV）ウェブサイト 
 http://www/wrvj.otg/ 
・押収動物にかかわる国際自然保護連合（IUCN）のガイドライン 
 http://www.iucnsscrsg.org/download/EnglishConfGkines.pdf#search=’ 
IUCN%20guidelines%20for%20placement%20of%20confiscated%20animals’ 

・生物多様性国家戦略２０１２－２０２０ 
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 http://www.env.go.jp/file-view.php?serial=20763&hou_id=15758 
・栃木県第10 次鳥獣保護事業計画（平成１９~２３年度、平成１８年３月策定） 
・栃木県第11 次鳥獣保護事業計画（平成２４~２８年度、平成２３年３月策定） 
・ウィスコンシン州ワイルドライフ・リハビリテーション・ライセンス 
 http://dnr.wi.gov/topic/wildlifehabitat/permitting.html 
・野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル 
 http://www.env.go.jp/nature/doubutu/bird_flu/manual/pref_0809/full.pdf 
・野生動物救護のあり方（野生動物救護対策の現状と活動のあり方等）（日本獣医師会 平成１７

年４月） 
 
 
＊添付資料 
資料１： 鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について（平成２３年７

月１３日、中央環境審議会 野生生物部会 鳥獣保護管理小委員会） 
資料２： ミネソタ大学猛禽センター環境教育プログラム（日本語訳） 
資料３： 傷病鳥獣保護ネットワークシステムフロー図（北海道） 
資料４： 傷病野生鳥獣救護の体制フロー（岐阜県） 



 
平成２３年７月１３日 

 
 

鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について 
 
 

中央環境審議会 野生生物部会 
鳥獣保護管理小委員会 

 
 
 平成２２年９月２７日付け諮問第２９２号により、環境大臣から中央環境審

議会に対してなされた「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的

な指針について」については、別添のとおりとすることが適当である。一方、

引き続き検討を要する課題が以下のとおりあると考えられるので、今後、適切

に対応されることを期待する。 
 
 
○ シカ等による生態系や農林水産業等への被害が増大する中で、課題の解

決に向けて国が指導力を発揮するための方策について、検討を行い適切

な措置を取ること。 
 

○ 狩猟者の減少や高齢化、中山間地域の過疎化等が懸念されている中で、

将来にわたって適切に機能し得るような個体群管理の体制について、検

討を行い、適切な措置を取ること。 
 

○ 鳥獣の保護管理に携わる人材の確保と育成を一層強化するための方策に

ついて、検討を行い、適切な措置を取ること。 
 

○ 広域に分布する鳥獣の適切な管理に向けて、広域で連携した取組を推進

するための方策について、検討を行い、適切な措置を取ること。 
 

○ 傷病鳥獣救護のあり方について、検討を行い、適切な措置を取ること。 
 

○ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行状況について、時代に

即して検討を行い、適切な措置を取ること。 
 
 

資料 1-3
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ミネソタ大学猛禽センター 環境教育プログラム 

「ミネソタの猛禽（小学 3～5年生対象）」（2004年時での草案、翻訳：赤木 智香子） 

主要メッセージ 

テーマ： すべてはつながっている。 

１．ミネソタ大学猛禽センター（以下TRC）は一般市民に開放されており、猛禽について市民を教育し、野生 

猛禽を支える手段について研究し、また傷ついた猛禽をTRCのクリニックで治療している。 

❃学習者は、TRC が猛禽および我々も共に暮らす世界に対して与えるプラスの影響について、

うち 2つを簡単に述べることができるようになる。 

 ❃学習者は、自分達が猛禽のためにできることを 1つ挙げられるようになる。 

 

２．すべてのものは繋がっており、人間として我々は野生動物に正負両方の影響を与えている。 

❃学習者は、過去に猛禽に影響を与えた毒性物質、および現在影響を与えている毒性物質が何

か解るようになる。 

 ❃学習者は、生態系での猛禽と他の生物種の関係を述べることができるようになる。 

 ❃学習者は、猛禽を含む食物連鎖図を作ることができ、その食物連鎖において環境汚染物質の 

与える影響について予測できるようになる。 

 ❃学習者は、猛禽の生物的適応について最低1つ挙げることができ、それがどのように生態系と 

直接関係しているかを述べられるようになる。 

 

３．人間は日々の選択によって野生動物を助けることができる。 

 ❃学習者は、生息地の保全とは何かを定義でき、猛禽や我々も共に暮らすこの世界に対する生 

息地保全の重要性を述べることができるようになる。 

 ❃学習者は、人間が猛禽に与えてきた正負の影響が解るようになる。 

 ❃学習者は、野生猛禽の回復において画期的な出来事のいくつかが解るようになる。 

 

 

 

参考： 

ミネソタ州環境教育プラン（草案、１９９３年）に基づくＴＲＣ環境教育の目標 

プログラムを受けることで生徒が・・・ 

１）生態系について理解する。 

２）市民が環境に関してより配慮し保全管理していく責務を果たせるよう、経験を生かしてサポートする。 

３）生態学的な相互関係には国境はなく、影響は世界規模であることを理解する 

４）人間の考え方や行動と環境の間には因果関係があることを理解する 

５）市民が環境問題に対して行動を起こす時に、情報や知識を持って決断が下せるように、情報提供がで

きるようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資料2］
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プログラムのアウトライン 

紹介／TRCとは何か？ 

★エデュケーターの自己紹介 

★TRC の紹介： 教育、研究、および公共への貢献を通して、猛禽の健康および我々も共に暮らすこの世

界の健康を守る 

 ❃教育：猛禽医学および猛禽保全について、国内外の獣医師を教育 

 ❃研究：西ナイル熱ウイルス、ハクトウワシの鉛中毒 

 ❃公共への貢献：年間 15万人（注：2004年時）を超える人々を教育 

★エデュケーション･バード： 猛禽はペットではなく野生動物、静かにルールを守ってプログラムに参加 

猛禽とは何か？ 

１：タカ類 

★猛禽の特徴：優れた視力、鋭い鉤爪と嘴 

★猛禽は食物連鎖の頂点に立つ 

 ❃簡単な食物連鎖、生産者、消費者、分解者を示す 

★猛禽のグループ分け（フクロウ類、タカ類、ハヤブサ類など）およびグループ分けの方法 

 ❃形態学的特徴 

❃DNA研究 

❃化石研究 

★なぜ猛禽は重要なのか？指標生物種 

★猛禽が必要とするもの：清浄な空気、水、餌、生息地 

我々の裏庭を猛禽に優しい環境に保つことで、猛禽や我々自身の助けになる。 

 

猛禽と生息環境 

２：フクロウ類 

★何がフクロウ類を猛禽としているのか？フクロウの適応 

❃眼と低光量下での視力 

❃顔盤－聴覚 

❃静かな飛行 

★その他の生息環境への適応 

❃カモフラージュと体色のバリエーション 

❃羽で覆われた足 － 殆どのフクロウ類が留鳥 

★種の相互依存 

❃捕食者／被捕食者の個体数変動 

❃営巣； 他種の巣を利用するフクロウ類 

❃人間活動による営巣地の限定（樹洞） 

★刷り込みとTRCクリニックに持ち込まれる主な理由 

❃どうすれば怪我をした、あるいは親からはぐれたフクロウ類をたすけられるか？ 

我々が学んだことを他の人と共有することで猛禽を助けられる。 

 

 

食物連鎖と生物学的濃縮 

３．ハヤブサ類 

★ハヤブサ類の基本的な適応 

❃空気力学的 － 長い翼と尾 

❃嘴縁突起（上嘴の切れ込み） 

❃ハヤブサ髭 
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❃獲物の特定性と捕食者としての能力 

❃渡りと繁殖地・越冬地の両者を守る必要性 

★ハヤブサの回復例 

❃DDTの歴史 

❃食物連鎖における生物学的濃縮 

❃多くのステップで多くの人々が力をあわせたことによるプラスの結果 

我々は過去から学び、野生動物を観察し、協力しあうことで猛禽を守ることができる。 

 

猛禽が現在直面する問題と人間の影響 

４．ワシ類 

★ワシ類の自然史と特徴 

❃捕食者と死肉をあさるスカベンジャー 

❃営巣 

❃渡りおよび季節性の移動 

★現在みられる環境問題：鉛中毒 

★現在みられる環境問題：生息環境 

我々は、無毒の釣具や銃弾に代えるといった単純な変更によって、ワシ類のような猛禽を助けることがで

きる。 

 

まとめ 

★猛禽は生物学的指標種として、生態系で重要な位置にある； 我々は猛禽の研究から多くを学んでいる。

猛禽は人間と同様に食物連鎖の頂点に立つ － 我々は互いに繋がっている。 

★我々の行動を変えることで、猛禽や世界を助けるために日々何かができる。 

★TRCを訪れたり、問い合わせたり、TRCのウェブサイトを見たりして、猛禽についてさらに学んで欲しい。 

 

 

ミネソタ･サイエンス･スタンダード 
学年 科目 単元 到達目標 評価基準 TRCでの学習目的 

小３ 生命科学 生物の多様性 動植物は種々の機能
を果たす様々な構造
を持つことを理解する 

1.動植物が成長、生存、
繁殖するために備える
様々な機能について述
べられる 

餌を捕るために猛禽が持つ特
徴を思い起こすことができる 

生物の相互依
存性 

生物の行動様式はそ
の環境の特性に関係
していることを理解す
る 

１.食物･餌となるだけで
なく、多くの生物が様々
な形で互いに関係して
いることを知る 

生態系における猛禽と他の生
物との関係を述べることがで
きる 

2.生息環境の変化が生
物にとって有益あるいは
不利益でありうることを知
る 

多くの猛禽種が営巣場所や生
息環境によって生息が限定さ
れ、生息地保全が猛禽の生存
に重要であることに気づく 

小4 歴史と科
学の本質 

科学的な世界
観 

人間と自然界の関係
を研究するために科
学がどのように使われ
ているかを理解する 

1.人が自然界との関わり
において、どのように科
学を利用し影響を与えて
いるかを考える 

DDT、鉛、水銀のような有毒
物質の正しい使用、誤った使
用について考える 

2.科学的・技術的活動が
自然界に与える影響を
理解する 

猛禽の保全と医学の進歩がそ
の種にプラスの影響を与える
と思われる方法がわかる 
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学年 科目 単元 到達目標 評価基準 TRCでの学習目的 
小４ 地学 地球の構造と

作用 

人間が環境に与える
影響を調べる 

1.環境問題および可能
性のある解決方法を見
つけて検討する。 

生物学的濃縮およびハクトウ
ワシ、ミサゴ、ハヤブサに対す
るDDTの影響を検討する。Ｄ
DT と現在見られる鉛などの
環境汚染物質とを比較する。 

生命科学 生物の多様性 種々の特性や形態、
行動に基づく様々な
方法で生物がグルー
プ分けされることを知
る 

1.形態によって、動植物
を分類する 

猛禽と猛禽以外の鳥種を、形
態学的特徴を利用して分類
し、フクロウ類、ハヤブサ類、
タカ類といった猛禽の基本グ
ループを区別できるようにな
る。 

2.グループ分けの目的
に応じて利用される特徴
を学ぶ。 

DNA、鳴き声、生理学、雑種
形成といった鳥種の確定に使
用される基準について検討す
る 

小5 生命科学 生物数は時間
と共に変化す
る 

生物数は時間と共に
変化することを知る 

1.同じ生物種でもその特
性には個体差があり、生
存や繁殖に有利に働くこ
ともある。 

猛禽におけるカモフラージュ
について検討し、同種内の体
色のバリエーションとその生
息環境や生存と比較する。 

2.環境が変化し、かつ生
存を続けるための種の
適応力が不十分な時に
種の絶滅が起こることを
理解する。 

中西部でハヤブサが絶滅の
危機に瀕した例を議論し、そ
れと現在生息環境の消失とい
う危機に直面しているアナホリ
フクロウやその他の猛禽とを
比較する。 

3.化石の構造を化石同
士、および生物と比較す
る。 

始祖鳥や他の化石と生きた猛
禽の形態学的特徴を比較す
る。 

物質とエネル
ギーの流れ 

物質やエネルギーが
生物系内へ、生物系
外へ、あるいは生物
系内で流れていること
を知る。 

1.生物は生存と成長のた
めにエネルギーを必要
とし、このエネルギーは
太陽が起源であることを
理解する。 

生産者、消費者（第一次、第
二次など）、分解者を含む、猛
禽を中心とした食物網をつく
ることができる。DDT がどの
ようにして食物連鎖の頂点（猛
禽）に到達するかを述べられ
る。ヒメコンドルを食物連鎖の
正しい位置に置き、再利用者
としての役割を説明できる。 

2.食物網を使って、ミネ
ソタの生態系における生
産者、消費者、分解者の
関係を表す。 

3.生物は成長し、死んで
朽ちていき、構成物質は
再利用されていることを
理解する。 

 

 

＊ミネソタ大学猛禽センター ウェブサイト: http/www.raptor.cvm.umn.edu/home.html 
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傷病鳥獣保護ネットワークシステムフロー図
参考 道が行う傷病鳥獣（環境省所管種等を除く。）の保護

（環境省所管種等）

通報・持込み
発 見 者

通報・持込み 住 民 等
通報・持込み

市 町 村 通 報 持込み 警察・その他機関
環境省

地方事務所 連絡・協力
総合振興局

収 (振興局）
容 直接持込みの

保護施設 連絡
移送 治療の要請 直接持込み

指定診療施設
（獣医師）

持込み
継続治療の要請

(総合)振興局・指定診
療施設・動物園で協議

大型獣・
希少種等
の移送

動 物 園 等
（公立動物園・協力機関） 死因調査・解剖

（必要な場合）

治 癒 死 亡

野生復帰
可 不 可 死因調査・解剖

学術検体への提供
放鳥獣 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等による長期飼養 大学・研究機関 埋設・焼却

その他適正処理

【凡例】 環境省所管種（指定希少種及び国指定鳥獣保護区内）
一般種（環境省所管種以外）
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