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「ワイルド・ウェルフェア」は、 

どんな団体でしょうか？ 

Who and What is Wild Welfare? 
www.wildwelfare.org  

「私たちのビジョンは、世界中の飼育下における野

生動物の苦しみを終わらせることであり、人間が世

話するすべての動物に、完全で持続可能な保護

が与えられるようにすることです。 

“Our Vision is to end the suffering of captive 

wild animals around the world, ensuring full 

and sustainable protection is given to all 

animals in human care.” 

  

私たちは、いかなる状況下でも、 

よくない動物園（Bad Zoos)や 

不十分な動物の福祉を 

支持または許容しません。 

We do not support or condone                                                
Bad Zoos or poor animal welfare 

under any circumstances

 
動物園と水族館とは？ What is a Zoo & Aquarium?  

...主に生息域外で動物を維持管理する施設で、概ね一般市民の利用のために一つ
処で恒久的な施設として開放され運営されているもの 
….. a permanently-sited facility primarily open to and administered for the 
visiting public, where animals are maintained under predominantly ex situ 
circumstances. 

• 絶滅に立ち向かう戦いに一定の役割を果たす Play a role in fighting extinction  

• 教育する Educate 

• 思いやりのある、熟練した人々を引き付ける 

  Attract compassionate, skilled people 

• より良い福祉のために努力する Strive for better welfare 

動物の保護管理者として、よい動物福祉を推進するのは、あなたの責任であり、動物飼

育の義務です。As custodians of animals, it is your responsibility and duty of care to 

promote good animal welfare  

あなたの役割は、この動物飼育における責務を明確に認識・支持してその最高水準を維

持することにより、動物達が適切な世話を受け、ポジティヴで健康的な生活を送れるよう

にすることです。Your role is to uphold and maintain this duty of care to the highest 

standard so that the animals are well looked after and have a positive and healthy life  

個々の動物個体のニーズに合致した方法で世話を提供することから、動物達が栄養状

態も良く、安全で、生得的な本来の行動を発現できる運動力を持った健康な状態で生

活できるよう条件を整えることまでのすべてが、動物飼育における責務です。A duty of 

care encompasses providing for animals in a way which meets their individual needs 

and allows them to live in a state of good health, well nourished, safe, fit and able to 

express innate positive behaviours.  

福祉と動物飼育の責務 Welfare and Duty of Care 

よい動物飼育 Good Animal Care: 
 
• 快適で、楽しく、興味を持つ機会を提供 
• Provides opportunities for comfort, pleasure and interest 

 

• 正の福祉（ポジティブ・ウェルフェア）を促進する環境の選択を可
能に 

• Allows for environmental choices that promotes positive welfare 
 

• 動物が自らの環境をコントロールできる条件を提供すること 
• Provides an animal with control over its environment 
  

正の動物福祉に貢献する 
Contribute to POSITIVE ANIMAL WELFARE 

福祉と動物飼育の義務 Welfare and Duty of Care 

http://www.wildwelfare.org
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動物福祉は何を意味しますか？ What Does Animal Welfare Mean? 

• 動物福祉科学の歴史は約30年です。 

• Animal welfare science is about 30 years old 

• 単独の、統一された動物福祉の定義はありませ

ん。 

• No single, unified definition of Animal 

Welfare 

• 心理的状態（感情）に重点が置かれる傾向

が近年強まっている。 

• Increasing emphasis on affective states 

(emotions) 

ちょっと擬人化されていませんか？  
Isn’t that a bit anthropomorphic…? 

動物福祉 Animal Welfare 

• 動物福祉は、動物の状態を指します。 動物の状態は、飼育下では、動物が受ける世話と扱いに依存

します。 

• Animal Welfare refers to the state of the animal. In captivity, this is dependent on the care and 

treatment an animal receives. 

• 動物の福祉状態は、正（ポジティブ）、中立（ニュートラル）そして、負（ネガティブ）が存在します。 

• An animal’s welfare state can be positive, neutral or negative.  

 

動物の行動 Animal Behaviour 

• 動物がどのように行動するかは、その動物自身が何をするか、 

  あるいは自分自身、自分の環境、そして自分の周りの他個体に対して 

  何をするか、ということを意味します。動物は自分にとって有益で、 

  正の福祉状態をもたらす行 動を希求します。 

• How an animal ‘behaves’ is how it acts or interacts; with itself, its environment  

  and others around it.  An animal will seek out behaviours that are rewarding and  

  result in positive welfare state for them 

 

 

負（ネガティブ）は、動物が避けようとする体験、恐怖、飢え、痛みです。 動物はそれらを最

小化するよう動機づけられています。 

Negative: are experiences that animals try to avoid,- fear, hunger, pain. Animal is motivated to minimise.  

正（ポジティブ）は、栄養、行動、健康、環境といった身体的ニーズが満たされたときに発生し

ます。 動物はそれらを最大化するよう動機づけられます。 

Positive: occurs when physical needs - nutritional, behavioural, health and environmental 

 -  are met. Animal is motivated to maximise  

中立（ニュートラル）は、動物がポジティブまたはネガティブな状態ではないときです。 

Neutral: are experiences where the animal is neither experiencing positive or negative states 

良い福祉は、負の状態を最小限にすることだけではありません。  

正の状態を促進することもあります。 

Good welfare is not just about minimizing negative states.  

It is also about promoting positive states.  

    感情の状態 Emotional (Affective) States 

よい福祉は 
動物にとって何を意味しますか？ 
What does GOOD welfare mean 
to an animal? 

動物自身の感情あるいは動物自身の状

態のことであって、動物に与えられるケアの

ことではありません。 

It’s a feeling or STATE that the animal is in. 

NOT the care that is given 

しかし、与えられた飼育ケアと外部環境は、そ

の状態に影響します。 

BUT the care  and external environment 

given does effect that STATE 

悪い福祉は、 
動物にとって何を意味しますか？ 
What does BAD welfare mean 
to an animal? 

繰り返しとなりますが、動物自身の感情あるいは

動物自身の状態のことであって、動物に与えられ

るケアのことではありません。そして、外部環境に

依存しています。 

Again It’s a feeling or STATE that the animal is 

in.  And is dependent on the external 

environment .  

しかし、与えられた飼育ケアはこの状態に影響し

ます。 

BUT the care given does effect this STATE 



翻訳：公益社団法人 日本動物園水族館協会 

知覚的な存在としての動物 Animals as sentient 
beings 

痛み、恐怖、不安などの行動が甲殻類も含む様々な動
物種の間で見られることが研究でわかっている。 

 Research has demonstrated pain, fear, and anxiety  
behaviour in a range of species including crustaceans 

• 動物も知覚的であると認めるならば、動物は正と負精神
状態を経験するということを認めなければならない。 

 If we accept that animals are sentient, we accept that 
they experience both positive and negative emotional 
(affective) states 

私たちが動物をどう飼育管理するかは動物たちの感じ方
に影響し、動物の感じ方はその行動に影響する。 

How we manage animals will affect how they feel and 
how an animal feels will influence its behaviour 

知覚と意識 Sentience & Consciousness  

知覚と意識は、動物が、Sentience & consciousness imply that animals:  

自分の周りに気づいている 
Are aware of their own surroundings 

感情の次元を持つ 
Have an emotional dimension 

自らに起こっていることを認識している 
Are aware of what is happening to them 

経験から学ぶ能力がある 
Have the ability to learn from experience 

体の感覚、痛み、飢え、熱、寒さなどを意識している 
Are aware of bodily sensations – pain, hunger, heat, cold etc. 

他の動物との関係を認識している 
Are aware of their relationships with other animals 

異なる動物、物体、状況の中から選択する能力がある 
Have the ability to chose between different animals, objects and situations 

ことを意味しています。 

 

動物の知覚 Animal Sentience 

 

動物の知覚 Animal Sentience 

私たちと同じように、 
苦しむ能力 
 
Capacity to suffer just like us 

何が動物のニーズを生み出すのでしょう？ 

Emotions (states) are motivators 

 

ネガティブな状態は、恐怖、飢え、痛みなど、動物が避けようとする体験で

す。 この状態では、動物はこれらのことを極力減らそうとします。 

A negative state is an experience that animal’s try and avoid, such as 

fear, hunger, pain. This is a state an animal is motivated to minimise.   

 

ポジティブな精神状態は、動物の身体的ニーズが満たされたときに起こり

得ます。 この状態では、動物は喜びや満足といった体験をしようとします。 

A positive mental state can occur when an animal’s physical needs are 

met. This is a state that an animal is motivated to experience such as 

joy and contentment. 

何が状態を正または負にするのでしょう？ 

What Makes a State Positive or Negative? 

動物のニーズに応じて Depends on an animals needs: 

種ごと、個体ごとに異なるニーズがあります 

Different Species and different Individuals have different needs 

ニーズは、内的要因と外的要因に影響されます 

Needs are internally and externally driven 

• これらのニーズが満たされていると、状態がプラスになります 

• If these needs are met, it can result in a + State 

• これらのニーズが満たされない場合、マイナス状態になることがあります 

• If these needs are not met, it can result in a – State 

• これらのニーズが部分的に満たされていると、ニュートラル状態になる可能性があり
ます 

• If these needs are partially met it can result in a Neutral State 
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内的要因 
INTERNAL 
 
生得的 －  
遺伝的ニーズ 
NATURE –  
GENETIC  
NEEDS 

何が動物のニーズに影響するのでしょう？ 
What Drives An Animal’s  Needs? • 戦うか逃げるか反応 The fight-or-flight response 

• 幼齢時の慢性ストレス chronic stress early in life  

• ストレスホルモンと、認知低下や寿命短縮との関係 

• Stress hormone reactivity associated with cognitive decline and shorter lifespan 

育つ環境 NURTURE 

外的要因 
EXTERNAL 
育った環境  
ー 過去の経験/環境 
(過去の心理的傷跡） 
NURTURE – PAST 
EXPERIENCES/ENVIRONME
NT 
(Behavioural Scarring) 

動物園の動物は複雑で聡明で多様・・・ 
Zoo Animals are Complex, Intelligent and 
Diverse…. 

• ヒヒも、感情が長続きすることがある。 

• Baboons also have lasting emotional states. 

• 魚は非常に進化しています。 Fish are highly evolved. 

• ワタリガラスの心の理論 Theory of Mind in ravens 
  
  

飼育下の野生動物は、正の福祉を確保するため、 
種ごとの適切な飼育施設、飼育ケア、栄養、豊かさ、 

社会的複雑さを必要とする。 
Wild animals in captivity require species appropriate 

housing, care, nutrition, enrichment and social 
complexity to ensure they have positive welfare 

「健康はお金で何とかなることが分かって、こうして前よりも健

康になったけれども、前より幸せではない。」 

“I learned that health was to be had at a certain cost… 

Thus I am now better than I was but not happier”  

動物は繁殖し、社会性を持ち、食べるかもしれないが、精神

的な必要が満たされていなければ、その福祉はまだ低い。 

An animal may breed, socialise and eat, but its welfare is 

still poor if it’s mental needs are not met.   

良好な身体的健康は、良い精神的健康を意味しません。 

Good Physical Health does not mean Good Mental 

Health. 

健康と福祉の違い 
The Difference Between Health and Welfare 

動物福祉の枠組み 
Animal Welfare Frameworks 

５つの自由 FIVE FREEDOMS 

FREEDOM FROM: 

• 飢えと乾き HUNGER & THIRST 

• 不快 DISCOMFORT 

• 傷み、けがと病気 PAIN, INJURY &DISEASE 

• 正常行動の発現 

 TO EXPRESS NORMAL BEHAVIOURS 

• 恐怖と悲しみ FEAR & DISTRESS 

最小化 - 状態 
Minimizing - States 

全体 – 状態 
Overall - State 

中立状態 
Overall neutral State 
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動物福祉の5つの領域 Five Domains of Animal Welfare 
Compromise   (Mellor 2014)

心理状
態 
MENTAL 
STATE   

 
 

提供される 
飼育ケア 

Care Provided  

環境 Environment 

動物の経験 The Animal’s Experience 

 動物福祉コンセプト Animal Welfare Concepts 

行動：例えば、環境に 

配慮した動物同士の活
動は満たされ、魅力的

Behaviour: e.g. 
environment-focused 

and inter-animal 
activities are satisfying 

and engaging 

健康 ：例えば、 

身体的に健全（無傷、
無病）な動物は、 
健康を享受 

Health: e.g. physically 
sound (uninjured, 

disease-free) animals 
enjoy good health 

栄養：例えば、 
 栄養価の高い食品の適
切な消費は楽しい経験 

Nutrition: e.g. 
appropriate 

consumption of 
nutritious foods is a 

pleasurable experience 

環境：例えば、 良性の 

条件は適応的な選択肢
と多様性を提供

Environmental: e.g. 
benign conditions offer 

adaptive choices and 
variety 

精神的または 

感情的状態 例：動
物の経験、快適さ、喜
び、興味と信頼 

Mental or Emotional 
State: e.g. animal’s 

experience comfort, 
pleasure, interest and 

confidence 

身体的領域 PHYSICAL 
DOMAIN 

精神的領域 MENTAL DOMAIN 

身体的領域は、動物の現在の身体的および生理学
的ニーズに影響する。The Physical Domain affects 
the present physical and physiological needs of 
animal. 
 
精神的領域は、現在および過去の身体的領域およ
び経験の両方によって影響を受ける。The Mental 
Domain is effected by both the present and past 
physical domain and experiences 

不適切な身体的環境（汚れ
た水、食べ物なし、刺激なし、
孤独） 
UNSUITABLE PHYSICAL 
ENVIRONMENT (dirty water, 
no food, no stimulation, 
lonely) 

身体的領域と精神状態 
Physical domains and mental state 

適切な身体的環境（刺激的で質
の高い食物、社会的相互作用、身
を隠す場所） 
SUITABLE PHYSICAL 
ENVIRONMENT (stimulating, 
quality food, social interactions, 
refuges) 
 

 恐れ   飢え   痛み 
FEAR   HUNGER    PAIN 

STRESS 
 

  飽食  社会的  自然 
SATIATION  SOCIAL  
NATURAL 

CONTENT 
 

中立的な身体的環境（きれいな水、
食糧供給、刺激、社会的相互作
用）NEUTRAL PHYSICAL 
ENVIRONMENT (clean water,  food 
provision, some stimulation, social 
interaction) 

飽食                自然  社会的 
SATIATION  NATURAL  
SOCIAL 

最小限度の 
種特有ではな
い 
普通ではない 
MINIMAL 
NOT SPECIES 
SPECIFIC 
NOT NORMAL 

飼育下の良い「正の」動物福祉 
Good “Positive” Welfare in Captivity 

ポジティブな状態は、以下によって満たすことができます。 
Positive states can be met by the: 
自然な行動の促進 Promotion of natural behaviours 
種特有の身体的および行動的ニーズを満たすこと 
Meeting species specific physical and behavioural needs 
肯定的な健康の促進 
Promotion of positive health 
 
ネガティブな状態は次のように減少させることができます。 
Negative states can be reduced by: 
不自然な行動を避ける 
Discouraging unnatural behaviours 
不健康な状態を和らげる 
Mitigating poor health 
恐怖、ストレスを引き起こす負の刺激や課題を減らす 
Reducing negative stimuli and challenges that result in fear, stress  

要約 SUMMING UP. . . . . 

 動物園は、動物たちのより良い生活を確保するために彼らの様々
なニーズに対応する義務があります。 

 A zoo has a duty of care to provide for animals needs to ensure 
a high quality of life 

 動物の福祉はその状態によって判別することができる。 これは正、
中立、または負であり得る。 

 An animals welfare can be measured by its state. This can be 
positive, neutral or negative. 

 よい福祉は、負の状態を最小限にすることだけではありません。 肯
定的な状態を促進することでもあります。 

 Good welfare is not just about minimizing negative states. It is 
also about promoting positive states.  

 動物は、人間のように、喜び、好奇心、恐怖、「幸福」などの感情
を持つことができます。 

 Animals can have feelings such as joy, curiosity, fear and 
“happiness” just like humans. 
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 動物のニーズは、内的（生得的）と外的（育った環境）
の両方によるものである。 

 An animal’s needs are both by internal (nurture) and 
external (nature) driven  

 良い健康と良い福祉は違います。 
 There is a difference between good health and good 

welfare 
 5つの領域モデルは、身体的および精神的評価を網羅しま
す。 

 The Five Domain Model encompasses both physical and 
mental assessment 

 ポジティブな状態を最大にし、ネガティブな状態を最小限に
抑えることで、良い福祉を提供することができます 

 Good welfare can be provided in captivity by maximising 
positive states and minimising negative states 

そして・・・ AND MORE . . . . .  

ご質問は？
QUESTIONS
? 


