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戦時体制下における動物園の 
運営に関する一考察

荒川　智史 
（玉井研究会 4 年）
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Ⅰ　序　論

本論文は現代では娯楽の一部として親しまれている動物園が、戦時体制下の文

化や娯楽が統制されていく中、どのような役割を求め運営することによって存続

することができたのかを考察する。また、昭和18年 8月以降に実施された動物に

対する毒殺等による処分、いわゆる戦時猛獣処分に関して、現在まで多くの出版

物やメディア等で「悲劇」として語り継がれているが、当時の資料や飼育員の日
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記等を用いて、その実態を明らかにしたい。

日本における常設の動物園の始まりは、明治15年 3月である。東京・上野公園

内の清水谷に築かれた上野動物園は農商務省の管理下に置かれた後、明治19年に

宮内省に移管される。移管後は国内外を問わず、動物の収集、交換、下賜が増え

規模が拡大していった。大正13年に皇太子殿下御成婚記念として宮内省から東京

市に下賜されると、さらなる繁栄の時代を迎える。以下の図表 1で示すように、

入園者数も急増し、昭和15年には年間300万人の来園者を記録すると、大東亜戦

争が勃発する昭和16、17年にも来園者数300万人を超える大人気スポットとな

る1）。また全国的にも、市が運営する公営の動物園や、鉄道会社が主導する民営

の動物園が全国各地に建設され、人々の生活に溶け込んでいった。

先行研究では、戦争末期に実施された猛獣処分には触れられているものはある

ものの、同時代の動物園の運営に関する考察を加えた研究は乏しい2）。本論文で

は『上野動物園百年史』を参考にするほか、行政資料や新聞、雑誌記事を利用し、

戦時下の動物園の運営について多角的な側面から明らかにしたい。

まず、第Ⅱ章では時代ごとに動物園の運営方針の変遷を追う。大東亜戦争勃発

後、娯楽・教育施設として運営していた時代から、科学知識の涵養を促し、人々

に慰安をもたらす施設として、その役割を変える。また終戦間際には動物園も決

戦体制に組み込まれ、食物増産や毛皮供出に一役買うこととなる。この変遷につ

いて詳しく触れたい。第Ⅲ章では戦時下において不足する動物や飼料、資材や飼

育員らに注目し、当時の上野動物園の園長代理を務めた福田三郎の著書である

『実録　上野動物園』3）を参考にどのように存続していったのかを調査する。第Ⅳ

章では動物園の防空対策と戦時猛獣処分について着目し、どのような経緯で処分

されることが決定し、またそれが全国へ波及し、報道されることになったのかを

調査し、既存の研究でなされてきた議論への補完を行う。

なお、引用する史料の旧漢字は新字体に改めて表記することとする。

Ⅱ　動物園の運営指針の変遷

本章では、動物園が娯楽・教育施設としての役割から、科学知識の普及や総力

戦体制への動員へと、運営の目的を時局の要請に応じて変化していった様子を明

らかにする。
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1　戦前における繁華の時代

序章でも述べたように、年号が昭和に移った頃から全国的に動物園は入園者数

が急増し、繁華の時代を迎えた。中でも上野動物園はそれまでの宮内省管轄の時

代からの転換を図るため、動物園の大幅な改良計画に着手する。黒川義太郎上野

動物園主任技師4）が昭和 2年に動物園経営方針を東京市に上申書を提出した。そ

の中で黒川は動物園の役割を、動物を広く収集し、観覧させて動物教育の行う施

設とするほかに「娯楽ノ為トシテ観ルモ不知不識ノ間ニ大ナル裨益」を与えるこ

とだと論じた5）。そして上野動物園では、井下清東京市公園課長6）の主導の下、

大改造に着手する。昭和 2年にホッキョクグマ舎、昭和 4年にカバ舎、昭和 5年

に猛獣舎が相次いで東京市建築課の施工で建設され、開園50周年を迎えた昭和 6

年には、東京市に移管された当時にあった動物舎の過半が新築された7）。それま

で檻の中の狭い空間にいた動物を新設された広い動物舎に入れることで、入園者

の観覧の質も向上した。昭和 6年に100万人ちょうどだった年間入園者数は、昭

和 7年に144万人、昭和 8年に179万人と急増し、娯楽、レクリエーションとして

の性格に主眼を置いた動物園の改造計画は一定の結果を残したと言える。

この娯楽としての動物園運営は上野動物園に限った話ではなく、全国的に展開

された。上野で大規模な改良事業が行われているさなか、昭和 2年に神戸、昭和

4年に宝塚と熊本、阪神電気鉄道が建設した阪神パーク、昭和 5年に栗林、昭和

8年に福岡、到津と、全国で相次いで動物園が開園する。兵庫県西宮市に建設さ

図表 1　東京市下賜後の上野動物園の入園者数推移
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れた私営の阪神パーク動物園は、遊園地の隣接地に建設され、阪神電気鉄道が誇

る一大レジャー施設として、市民に親しまれた8）。また、公営の動物園でもレク

リエーション性の高い動物園の建設が進んだ。例えば、『熊本動物園要覧』によ

ると、熊本動物園の創設意義として「我が熊本市は全国有数の教育地として夙に

名あるのみならず、幾多の名勝史蹟を有する所謂観光都市として杖を曳くもの多

きに鑑み、教育参考資料として又遊園的施設として動植物園設置の要望」が多

かったとしている9）。大阪市動物園でも動物園の運営目的を「市民の慰安と娯楽」

のためとしていた10）。「学童への動物学、生理学の観察」のほかに、園内ではチ

ンパンジーやゾウの曲芸が年中行われたり、漫才師が園内で漫才を行って客引き

をしたり11）と、一般大衆に親しみを持たれ一大ブームと化した12）。

一方で娯楽と慰安に特化した動物園の爆発的な人気とは裏腹に、動物園に対し

て批判的な論調も出ている。動物学者で、大阪市土木部公園課動物園係の筒井嘉

隆は、動物園のあるべき性質として、「（ 1）容易く山野の自然に接し得ない市民

達の生活に潤いをもたらし（中略）疲れやすい都市生活を、手軽に慰める社会施

設としての公園的使命と、（ 2）ほとんど接する機会のない動物の生活を親しく

見学して、生物界の微妙なる生命現象に興味を持たしめ、児童に対しては動物愛

護の精神を植え付ける。又、異国の珍しい動物を展示し相当教養のある知識層を

も満足せしめ、利用厚生の途を知らしめるという社会的教育使命」があることだ

とした。さらに現代における動物園はこの社会的教育使命に加えて、「野生動物

の習性、生理、生殖から成長に関して精密な観察と実験を行い、動物生態学、生

理学、発生学の研究」を行う、学術的使命も存在しなければならないとした13）。

筒井は娯楽が先行し、一般大衆化する動物園に対して、「低入園料金と俗うけを

狙う低調なサーカス式経営」と一蹴し、「教育的使命を重んじ、動物園の樹て直

しを計らねばならぬ」と述べている。さらに、動物学者の川村多實治も動物園の

目的として、「動物学の研究および教授資料たる動物を収集して学術的に審査す

ると共に同好者の観覧に供する設備」としており、あくまで教育的施設であるべ

きだと論じた。川村も大衆化する動物園に対し、「市の社会教育施設として市費

を以て経営せらるゝ動物園ならば、先づ第一に科学の通俗教育施設としての体面

を保つように心がけねばなら」ないと論じ14）、このままでは「動物園が堕落して

往くやうで、実に心細い」と動物園の行く末を憂慮している15）。

以上のように、昭和に突入してすぐに動物園は全国的に建設され、繁華の時代

を迎えることとなる。そして動物園を運営する目的としては、教育的施設と一般
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大衆への娯楽の提供にあった。しかし実態としては教育的施設としての機能より

も娯楽やレクリエーションとしての機能が強く反映されており、一部の動物学者

などからは大衆化する動物園に対して警鐘を鳴らす論調も見られた。

2　科学知識の普及施設としての時代

昭和12年、日本と中華民国との間で盧溝橋事件に始まる日中戦争が勃発したが、

動物園はそれまでより全盛の時代を迎えていた。全国的に種々の催し物や年中行

事が盛んに行われるようになり、新しい動物の購入や繁殖の様子が新聞やラジオ

に多く報じられ、入園者数は増加の一途をたどった16）。昭和 6年に100万人だっ

た上野動物園の年間入園者数は昭和16年に314万人を記録し、映画や落語、唱歌

も製作され17）、戦前における動物園の全盛期といっていい。

しかし、この時期の動物園の運営の実態はそれまでの時代と少し異なっている。

日中戦争の開始により軍部の介入が多くなってきたからである。上野動物園では、

昭和12年から恒例となっていた動物慰霊祭が「支那事変軍用動物慰霊祭」と名前

を変え、軍用動物に関する展示会や、軍馬、軍犬による実演などが開催された18）。

また、昭和13年 4月には、花見時の恒例となっていた動物園の夜間開園も時節柄

のため中止となっており19）、それまでの娯楽やレクリエーション性に特化した動

物園運営ではなくなっていることが分かる。古賀忠道上野動物園園長はこの時期

の動物園の使命として、「民衆に科学思想を普及する」ことだと述べている20）。

続けて、「我々の生活が、現在においては大いに非科学的なものが多いというこ

とは否めない事実で、これを科学的にするとともに、より科学的なものに我々を

馴らす為には、すべての方面より国民を指導していく必要がある。（中略）動物

園が肩の凝らない一種の科学の道場と言ったようなものになることは必ず不可能

ではない。と言うより、ぜひ、これはそうしたいものだと私は考えている。（中略）

科学知識或は科学思想の普及ということを頭に置いた見せ方でなければならな

い」と論じ、入園者層が老若男女、各種各層に幅広くいるという特徴に着目し、

動物園は今後、科学知識を一般大衆に広める施設でなくてはならないとした。そ

れまでの娯楽施設の役割はこの段階では排除されており、古賀は世界と比べて手

狭な日本の動物園を憂慮し、もっと国や東京市を挙げて奨励・拡張検討し、科学

施設の普及のために、動物園事業に注力してほしいとも述べている21）。

当時の動物園の運営に関して井下清東京市公園課長も動物園について、「科学

心の涵養は子供には有効であるうえ、大人に対しては連日の疲れ果てた心身を、
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我が国の社会と隔絶した動物の世界を眺めることで癒すことができる」という厚

生的機能もあるが、あくまで動物園は「国民教育の機関である」としている。さ

らには「動物園の社会教育的機能と厚生慰安的使命とは車の両輪の如く相関連し

て進むところに本来の意義があるのであって、東京の如き大都市にあっては一、

二の動物園で足るものではなく数か所を必要とし、それらは各々特色を持つこと

にしたい」と、東京市に数か所建設することを希望した22）。その要望通り、東京

市では昭和17年 5月に井の頭に自然文化園が建設され、上野動物園からも動物が

移動され、市民の人気を呼んだ。その建設意義として、昆虫学者の古川晴男は「公

園と動物園との差が、前者では単に厚生設備であつてもよいのに、後者ではどう

しても入場者が何かの形式で『科學を摑む』道場であらねばならぬ」とした23）。

当初の計画よりは資材不足により小規模のものになったが24）、大東亜戦争が勃発

された後にも関わらず動物園が建設され、運営することができたのは動物園が軍

との関わりが強く、また一般大衆への科学知識と生物学の普及施設としての役割

を期待されていたからではないかと推測できる。また、東京市は昭和17年に発表

した「市既設動物園経営方針」の中で動物園の位置づけを「特徴アル施設ヲ有シ

市民教養ト厚生ノ施設」として明確にし、さらに芝公園、大塚公園、旧安田庭園、

有栖川宮記念公園、駒沢緑地に小動物園を併置する計画も進めた25）。この計画は

時局柄、建設されることはなかったが、東京市が動物園に対して注目していたこ

とがうかがえる。

以上のように、昭和12年から始まった日中戦争の影響により、軍部の介入が強

くなった動物園の運営は、その運営方針を昭和初期の娯楽とレクリエーション性

の強い施設から転換し、一般大衆への科学知識や生態学の普及施設及び厚生慰安

的の施設として運営することとなった。大東亜戦争勃発後も入園者数は年間300

万人を超えており、加えて東京市は動物園の新設を計画しており、動物園に対し

て注目していたことが分かった。

3　決戦体制に組み込まれた時代

大東亜戦争が勃発し、しばらくは戦局を優勢に進めていた日本だが、昭和18年

2月のガダルカナル島撤退以降、米軍の激しい反攻に遭い戦局が悪化していった。

それを受け、日本国内でも銃後における国民の戦争協力が盛んに行われ、動物園

も例外ではなかった。昭和18年 5月に日本動物園水族館協会26）が発表した「動

物園水族館施設ノ戦時下ニ於ケル有効ナル経営方針」によると、動物園の経営方
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針として、従来通り科学心の涵養施設としての役割のほかに「国民ノ士気ヲ昂揚

シ併セテ軍用動物ニ関心セシメンタメ軍用動物感謝祭ヲ開催シ園内収容ノ軍用動

物ニハ殊更ニ絵ヲ以テ之ヲ明示シ又、軍用動物トシテノラクダ、トナカイ、象等

ノ説明書ヲ一般観覧者ニ無料配布スル等軍用動物ノ普及ヲ計リタリ」とあり、国

民の士気高揚と軍用動物の普及に努めることを述べている。また、「国民生活ニ

関係アル動物ニ重点ヲ置ク結果勢ヒ家畜ノ繁殖、飼育管理ヲ昂揚シ、物ノ増産ニ

重点ヲ置キ之ガ達成ノ為豚、鶏、兎、鯉等ノ飼育繁殖等ノ管理状況ヲ一般ニ観覧

セシメツゝアリ」とし、不足する家畜の増産を奨励し、国民への普及活動を行う

ことに重点を置くとしている27）。

上野動物園だけでなく、地方の動物園でも同様に昭和18年以降その運営方針に

変化が見られる。名古屋市東山動物園でも、銃後における文化の昂揚、科学心の

涵養、市民の保健、傷痍軍人への慰安等の厚生的機能を発揮し幅広く役割を担っ

ていることが説かれたほか28）、「戦地に於ける軍用動物の活躍が益々期待される

ならば、それだけ我々は動物に近づき、彼らを理解してやらねばならない。動物

園当局も、斯くの如き意図を以て観覧者を指導することが必要」であると主張し

た。また、事態によってはゾウ等の有用動物を生産部門にあたらせることも必要

かと考えており、「学生生活が勤務作業に拡張されたと同じようなわけで、三、

四名象使いがいれば短期講習の結果力強い産業戦士数百名が現はれたのと同じこ

とになるのだ」29）と、戦時下における動物の労働利用をも辞さない覚悟を見せた。

神戸市動物園でも職員の西出健之助が、従来の「娯楽ということから離れて、今

最も要望されている科学知識の普及及び涵養」を助成し、「一般市民の家畜類の

飼育や蓄殖の指導を兼ねて」運営していると論じた30）。全国的に軍用動物の普及

と、一般市民への家畜の飼育指導として、運営方針が変わっていったのである。

昭和19年に入り、より戦況が悪化すると、動物園における動物動員が一層盛ん

に行われ、東京市井の頭自然文化園では「牛、馬、豚、駱駝、羊、山羊、狐、狸、

兎等の産業動物はただの見本ではなく、繊維や毛皮に乳に肉に持前の特色を発揮

し、馬や駱駝は菜園に働き自給自足を超える活動を活発に行って居る。軍用毛皮

としての兎はどしどし仔兎をうむ」31）とし、家畜を東京市に払い下げたり、毛皮

を陸軍に供出したりと、生産活動を活発に行うようになる。茂田井武はその様子

を、「かつて動物園といふ日曜行楽の場所があって猿に蜜柑の皮を投げていた事

なぞ信じられぬ」と述べており、戦局が悪化するにつれ動物園も戦時体制に動員

されていった。動物による供出のほかにも、動物園の職員が一般大衆向けに野草
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の調理法32）や、代用食の講習会を開いており33）、食料難に悩む都市部の代用食の

普及に努めた。

入園者も昭和16、17年をピークに全国で大きく減少する。それでも財政や飼料

難から閉園や、陸軍に接収されることもあったが、運営し続ける動物園も存在し

た。上野動物園は昭和18年に年間入園者数199万人を記録したが、翌19年に32万

人、終戦を迎える20年には28万人に減少した34）。空襲で荒廃した東京において、

1日100人程度の入園者を記録していた。井下公園課長も動物園運営に関して、

昭和20年 6月においても「大いにやるように」と指示しており、運営が続けられ

た35）。

以上のように、昭和18年に差し掛かる大東亜戦争劣勢期においては動物園の運

営方針として、軍用動物の普及と家畜動物の教育施設としての運営が為された。

また、戦争末期になると実際に園内の敷地や動物が総力戦体制に組み込まれ、家

畜動物や毛皮を供出した。

Ⅲ　動物園の管理上における困難

本章では、動物園で飼育や展示される動物がどのような経緯で収容されたのか

を論じる。そして戦時体制下の運営で最も困難を極めた飼料の確保や、資材や人

員が不足する中でどのようにして運営を保っていったのかを明らかにする。

1　動物の入手

動物園が全国的に繁栄の時代を迎えた昭和前期から、動物園では繁殖による動

物の拡充のほかに、海外の動物園との動物交換や献上品などによる外国からの入

手、天皇陛下からの下賜や財界人からの寄贈など国内からの入手、軍部からの戦

功寄贈品としての入手、の三つの経路が存在した。以下、上野動物園を中心に、

戦時にこれらの入手経路がどうなったのかを述べていく。

第一に、海外の動物園との交換や購入などによる海外からの動物の入手である。

上野動物園では前述の通り、大改造を終えた昭和 6年頃から積極的に海外の動物

を収容している。同年 6月にアメリカ・ニューヨーク自然博物館から動物交換の

依頼を受け、上野動物園のウシウマとニューヨーク自然博物館のアメリカバイソ

ンの交換を行った。また、ドイツのハーゲンベック動物園とは何度も動物交換を

行っており、オオアリクイやコンドルを入手している36）。昭和 9年以降には、
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ジョホール国王からハイエナやクマ、タイ少年団からゾウ、シャム国王からテナ

ガザルを親善の証として寄贈されている37）。動物は度々親善の意味合いでやりと

りがなされており、井下清は「生きた學術上の参考資料が相互に交換されると云

ふことは、文化的親善の上から見てまことに喜ばしい」と論じている38）。大阪や

神戸の動物園も港が近かった関係上、海外からの入手が多く、ハーゲンベック動

物園からホッキョクグマやキリン、ハイエナ等を購入している39）。第二次世界大

戦が勃発して以降はヨーロッパの動物園は動物確保に苦しみ、運営難に陥ってい

たが、日本の動物園はアメリカや南方の動物園と盛んに動物交換を行った。この

時期に関して、上野動物園長の古賀忠道は、日本に対する動物交換の依頼は世界

の中でも格段に多く、これは日本の動物園はまだ安泰で実力があることの証明で

あり、海運技術の面を含めて国際的地位が確立されている証明になるのではない

かと論じている40）。しかし、上野動物園では、昭和16年に入ってからもドイツの

動物商人と動物交換を行うなどしていたが41）、大東亜戦争が勃発すると動物交換

はほぼ行われなくなってしまった。昭和18年にはビルマのラングーン動物園から

動物交換の依頼がありこれを承諾したこともあったが、軍部に動物を運搬する船

舶が一隻もないと通達され中止になってしまった。そして終戦後まで動物が海外

の動物園と交換されることは一度もなかった。

第二に、天皇陛下からの下賜や財界人からの寄贈品など、国内からの入手につ

いて論じる。宮内省管轄の時代が長かった上野動物園では、その名残から宮家か

らの下賜品として贈られることが多かった。また当時の皇太子や高松宮家、竹田

家といった宮家が頻繁に動物園を訪れている42）。昭和 6年には国内で初めての飼

育となるイリエワニが下賜され43）、天然記念物の白蛇も下賜された44）。また、エ

チオピア皇帝のハイレ・セラシエ 1世から、天皇陛下へ寄贈という形でライオン

2匹が送られ、そのまま上野動物園に下賜された45）。タンチョウやオオトカゲ、

ノロなど当時としては珍しい動物が下賜されることも多かった。財界人からの寄

贈も多く、読売新聞社の正力松太郎は昭和 8年にアメリカバイソンを寄贈し、人

気を博した。その他、安川雄之助日本経済使節団長からはクロヒョウ、実業家の

福澤桃介からはサル、山階芳麿侯爵からは鳥類が寄贈され、動物園の動物拡充を

後押しした46）。その他、商船会社や工業会社からの寄贈品も多く、大阪商船、日

本郵船、南洋興発といった海外と関わる会社からオランウータンやペンギンなど

を手に入れている47）。しかしこれら下賜や実業家たちの寄贈も、輸送の困難など

の理由で大東亜戦争が勃発して以降は全くなくなってしまった48）。
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第三に、陸海軍からの献上品としての入手である。昭和初期は練習艦隊の「岩

手」や「八雲」が南洋での練習中に連れて帰ったワニなどを動物園に寄贈してい

るが49）、数としては外国からの購入や下賜品と比べると少なかった。しかし日中

戦争が始まった昭和12年以降、軍による動物の寄贈が急増する。横須賀鎮守府か

らアオウミガメ、上海竜華航空部隊工兵部隊長の栗原宗次からハリネズミが寄贈

され、昭和14年には北支軍の寺内寿一大将名義で、ラクダ、シナウマ、ロバ、イ

ヌなどが銃後の国民への寄贈品として贈られている50）。このように、戦線で奮闘

する日本軍が相手の塹壕を探っている間に見つけた珍しい動物を銃後の国民のた

めに送ることが増えたため、動物園では軍功動物の区画を用意し、そこでの展示

を行った。さらに大田実海軍大将が動物園を訪れ、戦地で大ヘビや毒ヘビが多く

発生し、攻略作戦の足かせになっていることから、捕獲方法を聞きに来たことも

あった51）。大東亜戦争が勃発して以降、外国からの購入や下賜、財界人からの寄

贈が減る一方、遠征軍からの寄贈品は送られ続けた。昭和17年には再び寺内寿一

大将名義でシマウマやエミュウが寄贈され、ニシキヘビも後に送られた52）。中支

軍の成岡正久からはヒョウが送られ、「八紘」と名付けられ、人気を呼んだ。し

かし、これらの軍部からの入手も、昭和18年 2月の満州部隊から東条英機首相と

杉山元陸軍参謀長名義で送られたヒグマ53）を最後に途絶えてしまった。それで

も同時期の動物園の動物拡充には相当貢献したと言える。

以上のように、動物園の動物入手の経路は外国からの入手、天皇陛下からの下

賜や国内の実業家からの入手、軍部からの寄贈の三つに分けられた。大東亜戦争

の勃発以降、外国や国内からの入手が止まる中、軍部からの寄贈品は送られ続け

た。劣勢となる昭和18年 2月以降は入手ができなくなったが、戦時において動物

園の動物入手は軍部が大部分を支えていたことが分かった。

2　飼料の確保

戦時体制下において動物園が最も苦労した点は、増え続ける動物を育てていく

ために必要な飼料を確保することであった。本節では、戦時下の動物園がどのよ

うに飼料を集めたのかを明らかにする。

昭和初期において飼料の不足に陥ることはなかったが、昭和13年頃から飼料の

入手の減少が始まった54）。特に 1日 1頭当たり40kg近くの肉類を必要とするラ

イオンや、100kg近くの草類を必要とするゾウなどの猛獣類用の飼料が手に入り

づらくなり、上野動物園は「山羊、兎、モルモツト、ネヅミを増殖してやがては
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この肉を食べさせよう」と、東京市内のあらゆる公園55）で猛獣用の飼料とする

動物を飼育した56）。それに加え、代用食の実験が始まる57）。実験では馬肉の代わ

りに鰯などの魚肉で代用し、ヒョウの体重は変わらないどころか、むしろ成長ス

ピードが早かったことを示し、実用化した58）。また、国策グラフ誌の『写真週報』

はこのような代用食でも体重が減らず、健康状態も良いことを宣伝し、人間も見

習わなくてはならないという論調を展開した59）。新聞でも代用食を取り上げ、「ド

ウブツエンも、ヒジョウジデス。ライオンやトラもウマのニクばかりたべてはゐ

られません。サカナのニクも、ネズミのニクも、―ヒノマルベントウもたべな

くてはなりません」60）と、動物も代用食に変えているから、人間も当時推奨され

ていた日の丸弁当61）を食べることで銃後に備えなければならないという宣伝に

使われた。また、代用食の魚を食べずに馬肉を食べたコンドルに対し贅沢者で手

が焼けると表現されたが、それまで食パン三斤の洋食から、魚とラードを炊きこ

んだ米の和食に飼料を変更したホッキョクグマを「日本精神を鼓吹して生活して

いる」素晴らしい動物として報じた62）。また、これらの猛獣は「生意気に三百匁

の肉を一口にのみこむ贅沢さ」で、「銃後の動物として面目に反する」と新聞で

も表現されることもあった63）。また、昭和14年 5月に行われた全国動物園協議会

の議題として真っ先に飼料問題と代用食の研究について協議されていることから

も64）、戦争が本格化する前から最も飼料問題が懸念されていることがうかがえる。

大東亜戦争が勃発してからは代用食として使用していた鰯などの魚肉も手に入

りづらくなり、料理屋から出る鶏頭やネズミ肉などの厨芥を引き取って飼料とし

た。また、園内で飼育していたヒマラヤグマ 3頭、クマ 1頭、その他ヤギやタヌ

キを射殺し、猛獣類の飼料とした65）。飼料用に育てていた動物ではなく、展示し

ていた動物でさえも飼料用にされてしまうようになった。草食動物に関してはそ

れまでのジャガイモやサツマイモから、公園内の樹枝や樹葉、陸軍から買い付け

た圧搾馬糧66）を飼料とした67）。

昭和18年からは、市場から買い付けていた飼料の流入が大幅に減少し、わずか

な在庫飼料に陸軍から購入した茶殻を混ぜてかさ増しを行って与えた。さらに農

林省の方針で、動物園への餌の配給が止まり68）、市場からの購入も時局柄困難と

なり、動物園内で畜産や耕地を造成するなど、自家生産による飼料の入手も始

まった69）。しかし上野動物園では昭和20年 3月の東京大空襲以降には肉や魚の入

荷がほぼすべて止まり、空襲で焼けた配給用の小麦程度しか飼料が入ってこなく

なり70）、カバ、オットセイ、ペリカン、ワシなど猛獣処分後に生き残っていた人
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気動物が餓死に陥った。

また、地方においても上野と状況はあまり変わらず、神戸市動物園も動物愛護

家に配慮しつつ野良猫・犬を捕えて飼料としたり、ほぼ骨だけになった鶏足を与

えたりして、この時期の飼料集めに奔走した71）。当時の住民からは、人間の食料

まで不足しているのに動物に与える飼料が無駄という理由で動物園を閉鎖しろと

いう声も聞こえた中で、何とか存続を目指した72）。甲府市動物園でも、近くの公

園の池の鯉を捕獲し、猛獣の餌としていた。また園長の小林承吉が陸軍甲府連隊

や憲兵隊の軍馬の獣医を兼ねていたことから、軍馬の治療代の代わりに軍隊の残

飯をもらい受けて動物たちに与えていた73）。名古屋市東山動物園では、北王英一

園長と親交のあった陸軍獣医師の三井高孟大尉の指示で軍馬の餌が秘密に送り込

まれ、ゾウの飼料に充てられている74）。このように、前節で述べた動物の流入と

同じように、飼料面においても軍部は規制をかけず、むしろ非公式ながらも援助

があり、動物の飼育を可能にしていた。

以上、本節では戦時下の動物園の飼料の流入過程を明らかにした。猛獣類の飼

料確保が困難となった昭和13年以降、動物園では代用食が研究され導入された。

その様子は新聞でも報じられ、一般大衆への代用食の奨励の宣伝材料としても使

われた。しかし大東亜戦争勃発以降は、代用食も尽きてきたため、厨芥や園内生

産で補うしかなくなった。また、飼料面でも陸軍は非公式ながら、動物園を援助

しており、残飯や軍馬の飼料を送っていたことも分かった。

3　施設の維持

本節では、大東亜戦争が起こって以降、動物を飼育し公開する上で必要な鉄材

や石炭など資材の統制、飼育員が応召され人員不足に陥っていく時代において動

物園がどのように運営されたのかについて論じる。

昭和16年 9月、日本では金属回収令が施行され、官公庁や公共団体の金属は勿

論、一般家庭の金属供出も促されるようになる。動物園では、動物を飼育する以

上檻を使用しているため、その他の施設と比べて鉄材の使用量が多い施設であり

上野動物園でも、東京市の職員や軍の係員が視察に訪れているが安全性の観点か

らすぐに供出されることはなかった75）。しかし、その一方で檻が老朽化しても新

設は不可能であり、動物の雌雄を別居させることで産児制限を図り、檻を新増設

しなくても良いような対応が必要であった76）。しかし昭和18年に入り日本が劣勢

の時期に入ると、動物園でも真剣に鉄材の供出が検討されるようになる。動物園
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は「最小限度ノ資材ニテ設計」してあり、「動物舎ニ使用ノ鉄材ハ僅少タリトモ

之ガ撤去ハ不可能」であり、供出できるとすれば動物と人の間に設置している人

止柵くらいであった。しかし、人止柵を鉄材から木材に変更したところで、「観

覧者ノ多キ所ニテハ観覧者ノ圧重ニ由リ、倒潰ノ恐レ充分ニ」あるため、人止柵

が倒壊した際に動物によって観覧者が「傷ツケラレザルモノ」「傷ツケラレルモ

ノ」「殺傷サレルモノ又ハ動物舎ノ設備ニヨリ負傷ノ恐レアルモノ」の 3か所に

園内の施設を分け、殺傷される恐れのあるものは絶対に鉄材を使用しなければな

らず、残りの 2つは状況を見て供出するという案を策定した77）。昭和18年 8月以

降、人止柵や動物のネームプレート、餌入れの容器や入園者用の椅子などの金属

が供出され、木製のものに切り替えられる一方78）、安全上動物の檻や扉などは供

出されず、鉄製のまま維持されることとなった。

次は石炭燃料について論じる。動物園では世界各地から動物を集めているため、

南方やアフリカ産の動物は日本の冬に堪えられず、暖房による温度調整で飼育し

ていた。しかし鉄材と同じように、昭和16年度において140トン納入していた石

炭の納入も困難となり、17年度には92トンに減少し、代用品として薪を1000束か

ら 1万1000束に増やして納入している79）。しかし、第 1節でも述べたように、こ

の時期に収容される動物は南方軍からのものが多く、暖房設備を必要とする動物

ばかりであり、その維持は動物園を悩ませることになる。そこで、キリン室とチ

ンパンジー室だけを暖房することにし、そのほかは暖房を停止させる措置をとっ

た80）。さらに、石炭をできるだけ節約する意味で、暖房を必要とする動物を一つ

の部屋に集めて、その部屋のみを暖房することとした。キリン室にマントヒヒ、

チンパンジー室にインドやアフリカ産のサル類、さらにワニなど爬虫類もまとめ

て収容し、寒さをしのがせた81）。大阪市天王寺動物園でも同様の措置がとられ、

カバやワニに敷き藁を増やしただけで寒さをしのがせるなど、満足な暖房効果は

得られなかった82）。

また、飼育員の応召も相次いだ。上野動物園では昭和12年の段階では、古賀忠

道園長以下、飼育員や職員は合わせて60名いたが83）、昭和16年 8月に古賀自身が

応召されると、昭和18年 3月時点では49名、終戦の段階では応召や疎開などで、

常勤の職員は福田三郎ら10名しか残っていなかった84）。動物を取り扱う以上、安

易な人員の拡充を図ることができなかったうえ、時局柄取り扱う業務も広がって

いたため職員は多忙を極め、人員面でも運営は困難を極めた。

昭和20年 3月の東京大空襲等で被災し、ゾウ舎や事務所を全焼させ、客足は激
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減し 1日100人も入れば大入りだった85）。しかしこのような悲惨な状況にもかか

わらず入園者がいたことに加え、井下清は福田に対し、「閉園せず大いにやれ」

と指示しており86）、上野動物園は閉園されることなく終戦を迎えられたことは注

目される。地方動物園でも、名古屋や熊本の動物園のように陸軍に接収される例

や、仙台や甲府の動物園のように、空襲により全園が焼失しそのまま閉園される

場合もあった87）。

以上、本節では上野動物園を中心に、資材や人材面に注目して運営の困難を論

じてきた。鉄材供出は昭和18年 8月から供出が行われたものの、人止柵や椅子な

どに限定されており、動物園の要望通り動物の檻や扉などは鉄製のまま運営され

ることとなった。しかし石炭は慢性的に足りず、暖房を必要とする動物は一つの

部屋に統合することで、石炭燃料の節約に努めた。人材面では応召や疎開により

不足し、職員は多忙を極めた。空襲が本格化すると、全国で被災や接収による閉

園が相次いだが、上野動物園のように終戦まで運営し続けられる動物園もあった。

Ⅳ　戦時猛獣処分

本章では、大東亜戦争末期に全国各地の動物園で実施された、戦時猛獣処分に

ついて論じる。この問題は戦後、児童作家の土家由岐雄による著書『かわいそう

なぞう』がベストセラーとなり、小学校の教科書にも掲載された88）。その中で著

者は、戦時猛獣処分に関して、空襲の最中に陸軍が動物園に対して処分するよう

命令したと描かれており89）、その認識が戦後広まっている。本章では、その事実

を検討するとともに、当時の動物園の防空意識や、猛獣処分の実施過程、そして

全国への波及を論じる。

1　戦時における動物園の防空対策

本節では、戦時における動物園がどのような防空対策を講じることで動物や入

園者を守ろうとしていたのかについて明らかにする。

ヨーロッパでは昭和14年に第二次世界大戦が勃発し、パリやロンドンの動物園

も戦災に晒され、施設の損傷や動物の戦死などの被害が発生するようになる。こ

れらの情報は日本の動物園へもたらされ、日本においても「侵入された国家の動

物たちは、何んなに法律的に守られていても敵国の軍隊に対しては、之は全く無

効である」から、「我々としても覚悟を要すること」だと考えられるようにな
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り90）、空襲や戦災への対策を講ずることが急務になる。上野動物園では、昭和12

年 4月 5日に公布された防空法にのっとり、同年 9月 2日から灯火管制と消火訓

練を実施する。ゾウ 3頭の足に鎖をつけ、カバ室、猛獣舎の街灯以外はすべて消

灯した91）。また、上野ではクロヒョウが脱出し、大混乱に陥った事故を起こした

経緯もあることから92）、空襲や焼夷弾によって動物園の檻が破壊され、中の動物

が脱走した場合の捕獲と入園者の避難誘導訓練が盛んに行われるようになる。初

めて「防空訓練」として、動物の捕獲訓練が行われたのは昭和13年 7月25日で、

「敵が帝都を空襲して爆弾が上野動物園に命中したら？といふ万一の時に備えて

（中略）“檻から逃げた猛獣”を捕獲する珍演習」を行った。子どものライオン 3

頭を使用し30名の飼育員や職員を動員したが93）、結果としては「演習想定がほん

とになつて親ライオンやら虎が逃げ出した日の大騒動にはチト心細いお手並に見

えた」と評されるほど稚拙なものだった94）。同年 9月にも猛獣捕獲訓練を行って

いるほか、昭和14年 7月と10月、昭和15年 1月と 7月に地元警察や陸軍省統監部

と連携し、空襲による爆弾落下を想定した大規模な防空訓練が行われている95）。

また、職員も防空訓練の知識を学ぶため、時局防空必携東京市区特設防護団訓練

実施資料を常に所持し、神田区役所などで行われた防空に関する講演会に足を運

んでいたり、警視庁保安衛生部の職員が来園し、空襲下における動物の取り扱い

について懇談を重ねたりと、防空に関する相互伝達を密に行っている96）。また、

同時期における民間防空の意識として、焼夷弾や空襲の脅威が毒ガス弾に対する

脅威と比べて希薄だったのに対し97）、動物園ではその特徴から、焼夷弾や空襲に

対する防空意識が早くから根付いていたことがうかがえる。

昭和16年 9月 7日、ベルリン動物園でイギリス軍の空爆によってゾウやラクダ、

飼育員が多数戦死する事故が起こった。しかし、メディアは日本の園内の動物は

「古賀園長を隊長とする園内防護団の数回に渡る訓練でもうすつかり馴れ真暗な

灯火管制下でも寝小屋でグウグウ高いびき」をかくほど落ち着いているし、「万一

の場合に備へて玉綱や罠、それに非常手段用として銃も毒薬も用意されてゐるか

らチツとも心配は要りません」と報じた98）。これらの防空訓練は、大東亜戦争勃

発後も頻繁に行っているが、こうした訓練に対し、福田三郎は後年「何と馬鹿ら

しい訓練」で「笑い話」のような、実践には結びつかないものだったと述べてい

る99）。また、上野だけでなく地方でも防空演習は盛んに開催され、大阪市天王寺

動物園や、神戸市動物園で空襲による火災により脱走した動物の捕獲訓練を行っ

ている100）。名古屋市の東山動物園でも警防団や地元猟友会と協力し繰り返し訓
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練を重ねている。しかしこちらも実情は、「無意味に近い」もので、「ジェスチェ

アとしてやつて居れば、あれだけ警戒をしておることだからというので、みんな

も納得するだろう」という実践的効果よりもパフォーマンスの要素が強いもの

だった101）。

以上本節では、戦時体制下における動物園の防空意識について論じた。動物園

では日中戦争が勃発し、防空法が制定される昭和12年から灯火管制と消火訓練が

実施され、翌昭和13年以降、警察や陸軍省統監部と連携して、空襲や焼夷弾を想

定した大規模な防空訓練と動物捕獲訓練が行われた。また動物園の職員と警察が

密に連携をとることで防空意識を高めており、一般世論の民間防空意識よりも早

く空襲や焼夷弾に対する警戒感があったことが分かった。また、大東亜戦争勃発

後も頻繁に訓練は全国の動物園で行われたが、その効果としては稚拙なもので、

パフォーマンスの要素が強いものであった。

2　上野動物園における猛獣処分計画と実施

大東亜戦争で日本が劣勢に立たされ始めると、敵軍飛行機からの爆撃で動物園

の檻が破壊されることで猛獣が脱走し、入園者や周辺住民へ危険が及ぶ可能性が

高まった。そのため事前に動物を毒殺や銃殺によって処分するいわゆる戦時猛獣

処分が全国で本格的に検討される。本節では、昭和18年 8月に全国で初めて猛獣

処分が実施された上野動物園において、どのような過程で処分が計画され、実施

されたのか論じる。

前述の通り、第二次世界大戦下のヨーロッパの動物園では、空襲により焼夷弾

が動物園にも投下され、大きな被害を受けた。爆撃に際して、ヒョウやライオン、

クマやゾウ、ワニなどはヒステリックになり、暴れたり吠えたりしたためにこれ

らの動物を射殺処分した102）。上野動物園長の古賀忠道は「ロンドン動物園やパ

リーのバルサンヌ動物園に於ては、各種の危険な動物が射殺され、又貴重な動物

たちは夫々安全地帯に運ばれた」との認識を示していた103）。これらの事実を踏

まえて行われた昭和15年10月の防空演習では、「古賀園長の指揮で『猛獣中次の

ものを射殺すべし』黒豹、ライオン、像、熊、ガラガラ蛇等最も危険な九種が盲

爆の犠牲となつて射殺―といざといふ時の熱心な演習」を行い104）、空襲が起

こった際には、九種類の動物を射殺処分するという前提が示された。古賀は、

「我々としては、動物たちを殺さなければならないということは、誠に考へても

残念なことであるが、今の処、充分に彼等を保護し得べき設備を持たない以上、
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市民に迷惑を掛けることは、どうしてもできないことだし、或ものは、外国に於

けると同様の処置が考へられなければならないだらう」と論じており105）、空襲

が起きた際には、市民に危害を加える恐れがある動物たちを処分することは止む

を得ないと考えていた。

昭和16年 8月、園長の古賀忠道の出征に伴い園長代理の座に就いていた福田三

郎が、東部軍司令部獣医部から非常時における動物園の対策に関する文書の提出

命令を受け、「動物園非常処置要綱」を作成する106）。以下にその一部を抜粋して

記す。

動物園非常処置要綱

計画要旨

　重大ナル現下ノ時局ニ在リテハ如何ナル変災発生スルヤモ計リ難クヲ以テ

万一ノ場合ニ備ヘ危急ニ応ジ誤ナキ処置ヲ期スヘク本計画ヲ樹立ス。

　動物園ニ於ケル危険動物ニ対スル逸走、其ノ他ノ危険防止ニ関シテハ、平

時ニ於テモ常ニ整備シアリ、即チ鉄檻、鉄柵又ハ地表ノコンクリート防護等

ノ厳重ナル構築、或ハ隔溝等ノ築造ニヨリ、充分ナル防護施設ヲ為シ居ルモ、

空襲下ニ在リテハ本計画ニ依リ非常処置ヲナスモノトス。現在、動物ハ多年

多額ノ経費ト努力ヲ以テ蒐集保存シ来リモノニシテ、後日ノ入手モ極メテ容

易ナラザルモノ多キヲ以テ、軽率ニ之ヲ処置スベキモノニ非ザルヲ以テ充分

ナル防護準備ノ上、飼育維持シ已ムヲ得ザルニ至リテ処置スルモノトス。

　動物ハ其ノ危険程度ニヨリ、前表ノ通リ四種類ニ分類シ処置ノ時期ヲ三期

ニ区分シ、ソノ危急ニ応ジ敏速且人心ニ可及的刺戟ヲ与エザル方法ヲ以テ措

置スルモノトス。（中略）

二、非常処置実施要項

　イ　猛獣等ノ処置方法

（ 1）　薬物ニ依ルヲ原則トシ、余裕ナキ場合ハ予メ備付ノ五連式ウイン

チェスター銃（上野二挺、井ノ頭一挺）ヲ以テ銃殺ス。銃殺ハ人心並

ニ他ノ鳥獣ニ刺戟多キコトト其ノ効果ノ確実性ハ毒物ニ劣リヲ以テ

第二次非常手段トス。

　（中略）

　ロ　処置ノ時期ト準備

（ 1）　第一期　防空下令アリタルトキ
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　直チニ第一、第二種危険動物ノ処置準備ヲナス。

（ 2）　第二期　空襲アリタルトキ

　第一種、第二種動物処置ノ準備ヲ完了、待機ノ態勢ヲ執リ第三種

動物ニ対シテモ処置ノ準備ヲナス。

（ 3）　第三期　空襲ニ依ル爆撃、火災等ノ危険近接シタルトキ

　危険ノ規模、近接ノ程度ニ応ジ第一、第二種動物ヲ順次処置シ、

更ニ危険ノ及ブトキハ第三種動物ヲモ順次処置ス。

　（中略）

以上

この要綱によると、動物園の動物は多額の経費と努力を費やして収集してきた

ものであるから、軽率に処置してはいけないとしているが、空襲が発生し爆撃や

火災等の危険が近くなった場合は、上野、井の頭、大島に収容している動物を危

険度順に四段階に分類し、そのうちの第一種と第二種を処分するとした。第一種

に含まれた動物は、ゾウ、ライオン、トラ、ヒョウなど23種52点で、前述の昭和

15年10月の防空演習で処置と前提された 9種よりも多く設定してある107）。また、

処置の方法は毒殺が優先され、余裕がない場合は銃殺での処分とした。その理由

として、銃殺は発砲音で園内の人々と鳥類に刺激が多いためで、あくまで二次的

な手段であることが定められている。福田は、動物園内に銃を扱う飼育員を育成

するとともに、陸軍上野憲兵分遣隊の応援を要請し、非常時の動物の銃殺に関す

る承諾を受けている108）。また、昭和18年 5月に名古屋市で開催された日本動物

園水族館協会の第 4回協議会において、猛獣の処分に関して議論が交わされ、空

襲時に猛獣を処分することは了解されており、その対応は各動物園に任されるこ

ととなった109）。

しかし、昭和18年 8月16日、大達茂雄東京都長官が井上清公園課長に対し、危

険な動物を空襲時ではなく、事前に殺処分をすることを命令する。井下は動物園

存続のため、命令に対し食い下がったが、大達は敵機の空襲による檻破損によっ

て、興奮した動物が市内に飛び出すことの危険や、空襲時に殺処分を担当する者

が動物より先に死んでしまった場合の不安から、事前の処分が必要と判断し、命

令が下された110）。大達も処分による都民への動揺を憂慮し、この決断には相当

迷い続けたが、陸軍や警視庁には告げず、大達の一任によって処分が実行される

ことが決まった111）。直前、上野動物園では仙台市動物園へゾウの疎開を検討し、
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実施直前まで話が進んだが、大達によって中止を命じられている113）。そして 8

月17日から動物の処置が始まり、図表 2はその一覧である。

処置された動物は14種27点にのぼり、中には天皇陛下から下賜された動物や、

東条英機や杉山元から軍功品として寄贈された動物も含まれている。処置の方法

は事前に作成された動物園非常処置要綱の通りに毒殺された動物もいたが、毒を

上手く飲みこまず、最終的に銃殺や絞首、絶食により殺処分した動物のほうが多

かった。

以上、本節では上野動物園における戦時に行われた猛獣処分の計画と実施につ

図表 2　上野動物園における処分動物一覧112)

処置月日 動物名 頭数 遺体の処理 備考

8月17日 ホクマンヒグマ 1 埋没 昭和15年7月高松宮御下与
〃 クマ 1 埋没 昭和9年11月寄贈

8月18日 ライオン 1 皮晒 昭和10年5月繁殖
〃 ヒョウ 1 剝製 昭和17年7月寄贈
〃 チョウセンクロクマ 1 皮晒 昭和10年11月寄贈

8月19日 ホクマンヒグマ 1 皮晒 昭和15年7月高松宮御下与
8月20日 チョウセンクロクマ 1 皮晒 昭和18年2月東条英機、杉山元

参謀寄贈
〃 クマ 1 皮晒 昭和10年1月寄贈

8月22日 ライオン 1 剝製 昭和6年御下賜
〃 ライオン 1 剝製 昭和6年御下賜
〃 トラ 1 剝製 昭和12年5月購入
〃 チーター 1 剝製 昭和8年11月購入

8月24日 ホッキョクグマ 1 皮晒 昭和6年12月購入
8月26日 クロヒョウ 1 剝製 昭和10年8月購入
〃 ヒョウ 1 皮晒 昭和11年6月交換
〃 ガラガラヘビ 1 埋没 不明

8月27日 ニシキヘビ 1 皮晒 昭和14年3月寄贈
〃 ヒョウ 1 皮晒 昭和11年6月交換
〃 マレーグマ 1 剝製 昭和9年3月ジョホール国王寄贈
〃 クロヒョウ 1 皮晒 昭和18年8月購入

8月29日 アメリカヤギュウ 1 皮晒（頭骨保存） 昭和8年11月正力松太郎寄贈
〃 ホッキョクグマ 1 皮晒 大正15年6月購入
〃 ゾウ 1 皮晒 大正13年10月購入

9月 1日 アメリカヤギュウ 1 皮晒 昭和14年9月繁殖
9月11日 ゾウ 1 皮は陸軍被服本廠へ寄贈 昭和10年6月シャム少年団連盟

寄贈
〃 ヒョウ 1 払下 昭和18年3月繁殖

9月23日 ゾウ 1 皮は陸軍被服本廠へ寄贈 大正13年3月購入

合計 27
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いて考察した。第二次世界大戦の空襲時におけるヨーロッパでの動物処分をもと

に、上野動物園でも動物の処分は止むを得えないと考えており、空襲時に処分す

る動物のリストと手順を記した要綱を作成した。しかし大達茂雄東京都長官の命

令で、空襲時ではなく事前に殺処分することが決定された。戦後ベストセラーと

なった『かわいそうなぞう』は、軍の命令によるものではなく、実際には軍や警

視庁にも話を通さずに、大達の一任で決められたものであった。

3　猛獣処分の全国への波及と効果

本節では、上野動物園で猛獣処分が行われた後、猛獣処分が全国の動物園へど

のように波及していき、それを一般大衆にどのように報じられたのかを紹介する。

上野動物園での処分後、その情報は間もなく全国の動物園にも伝えられた。そ

こで東山動物園園長の北王英一が、昭和18年 9月 8日に今後の善後策として動物

園長会議を神戸市で開いた。時局柄、参加したのは東山、大阪、京都、神戸、高

松、宝塚の 6園に過ぎなかった。そこでは、「我々としては、行き過ぎをやらな

いように心しようじやないか。それには横の連携を保つて歩調を揃え（中略）猛

獣舎の設備を更に頑丈にして、防空演習などの非常対策を強化すること。市民に

対しては、どんな事態に立ち至つても、決して動物などを逃がさないということ

を宣伝して、猛獣の延命策を講ずる」ということが申し合わされた。

この会議に参加していた大阪市の天王寺動物園は、会議前の昭和18年 9月 4日

に大阪市から猛獣の事前処分の命令を受けている。元々大東亜戦争勃発直後に、

「危険性ある動物類を二種に分ち、空襲警報発令後敵機来襲が確実と認められた

時期を期して一斉にこれら第一次の猛獣類を射殺する」方針をとっていた114）。

上野の非常処置要綱と異なり二種類の分類、毒殺ではなく射殺が手段として選ば

れていた。大阪市は猛獣の事前処分に関して、飼育されている猛獣が子供への慰

安となっていたことや、学術上貴重な動物だったことから判断に慎重姿勢をとっ

ていたが、「激烈なる航空決戦はいついかなる時に不測の災害を惹起するやも測

り難い情勢とも睨み合せ、いよいよ涙を拭つて近く処分することに決定」し

た115）。天王寺動物園の園長の寺内信三は、陸軍第四師団獣医部の大尉としての

軍籍があった関係上、軍司令部から戦況を聞き、空襲必至直前まで猛獣を生き長

らえさせ、処分する点数を少なくしようと苦心する。結果、猛獣処分は「できる

だけ穏便な方法で（中略）御馳走を与へて名残りを惜しんだのち処分する」こと

となり116）、約半年かけて行われ、10種類26点をほとんどが毒殺で処分された117）。
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以降も全国的に猛獣の処分は展開されていく。熊本市動物園では飼料不足と空

襲による脱走の危険性から陸軍第六師団から処置命令が下された119）。仙台市動

物園では、大東亜戦争勃発後から修学旅行の中止にともなう観客数減少で赤字が

急速に膨らみ、市議会でも動物園存続について度々質問があった。その結果昭和

19年 3月 2日の議会で銃殺処分が決定され、銃殺による処分が実行されてい

る120）。京都動物園は「工業地帯も少ないので」猛獣類も多種揃っていたが、昭

和19年 3月12日、動物園の防空訓練の際に陸軍第16師団参謀長から猛獣の事前処

分を命令される121）。翌13日から参謀長、警察部長、京都市役員等立ち合いの中、

ゾウは飼育員の懇願で処分を免れたが、ライオン等14点が射殺された122）。名古

屋市東山動物園では、園長の北王が「檻が壊れるなんてことは決してない。直撃

弾でもあたれば別だが、こんな時には猛獣だつて生きていられるはずはないから、

危険の恐れは絶対にない」と処分に踏み切らなかった123）。しかし、昭和19年11

月に名古屋の空襲が本格化すると、地域住民から「早く猛獣を処置してもらいた

い」という投書が舞いこみ、動物園の警護にあたっていた地元警防団に属する猟

友会メンバーからも射殺を懇願される事態となる。そして昭和19年12月13日、名

古屋へ大空襲が発生すると北王園長は処分を決断、他の動物園とは異なり、空襲

中にライオン、ヒョウ、トラ、熊の計 7点が射殺処分された124）。この時、前述

のとおりゾウ 2頭は北王と親交の深かった陸軍獣医の三井高孟大尉の計らいに

よって処分を免れ、戦後まで生き延びている。このように上野に端を発した猛獣

図表 3　全国での戦時猛獣処分の実行118）

処分開始年月 動物園（都道府県） 個体数 個体名

昭和18年 8月 上野（東京） 27 ライオン、トラ、ヒョウ、クマ、ゾウ等
昭和18年 9月 井之頭（東京） 6 ホッキョクグマ、ラクダ等
昭和18年 9月 天王寺（大阪） 26 ライオン、トラ、ホッキョクグマ、ヒョウ等
昭和18年 9月 到津（福岡） 4 ライオン、トラ、カバ
昭和18年10月 鴨池（鹿児島） 15 ライオン、クマ、ワニ等
昭和19年 1月 熊本（熊本） 15 ライオン、トラ、ヒョウ、オオカミ等
昭和19年 3月 仙台（宮城） 12 ライオン、シロクマ、ヒグマ等
昭和19年 3月 宝塚（兵庫） 不明 不明
昭和19年 3月 京都（京都） 13 ライオン、トラ、ゾウ等
昭和19年 4月 高松（香川） 不明 ライオン等
昭和19年 5月 福岡（福岡） 不明 ライオン、ゾウ等
昭和19年 7月 神戸（兵庫） 20 ライオン、トラ、ホッキョクグマ、ヒョウ等
昭和19年12月 東山（愛知） 7 ライオン、ヒョウ、トラ等
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処分は、ほぼ全国の動物園において実施された。しかし、その処分の時期と方法

は各動物園の判断に任されていた。空襲の危険性が本格化すると、市や軍、地域

住民からの要望で処分が実行されることとなるが、国から動物園に処分の命令が

下されたことはなかった。

次に、猛獣処分の報じられ方や効果について論じる。上野動物園での猛獣処分

は秘密裏に実行されたため、猛獣が徐々に園内から減っているのを不思議に思っ

た市民の間に、敵のスパイが猛獣を殺害したのではないかという噂が流れた125）。

猛獣処分後の最初の一報は処分の開始から約二週間後の 9月 3日の朝刊であり、

「いつ敵機の来襲あるやも知れず、強い衝撃を受けた場合或ひは野生に還つて狂

乱状態となり恐るべき本性を現はさないとも限らないので（中略）懇切丁寧な方

法で死に至らしめる措置をとつた」と報じ、井下は「今回の処置を取ったことに

ついて当局の胸の内をご了解いただきたい」と発表した126）。報道後は、全国か

ら哀悼の手紙が上野動物園に大量に届いており127）、新聞で何度も紹介されてい

る。中には「きつと仇はとつてやる」や、「アメリカ、イギリスをぶつつぶす、

ライオンのかたきを、きつととつてあげませう」と、激しい言葉でアメリカ、イ

ギリスへの敵愾心を強調する文言で報じられている128）。雑誌上でも処分された

猛獣のことを「米英のため惜しくも玉砕した」と表現し、残った動物たちが猛獣

の分まで、食糧増産や防空訓練をすることで「かたきをうつ」という内容の児童

文学が、索敵をするキリンや消火活動に励む動物たちの挿絵と合わせて掲載され

た（図表4）129）。このように新聞、雑誌上では処分された猛獣たちを惜しみつつ、

アメリカやイギリスへの敵愾心を強く表現した。

上野動物園に対し猛獣処分後処分の命令を下した大達は、「可愛相なことをし

たんだから慰霊祭でもやつてやらうぢやないか」と 9月 4日に大々的な慰霊祭を

実施している。慰霊祭には大達、井下のほかに浅草寺の大森大僧正や地元の国民

学校の生徒ら多くが参加し、処分された動物は「時局捨身動物」と表現され、慰

霊碑が建立された。処分し終えた動物たちは、陸軍獣医部にて解剖された。担当

した市川収陸軍獣医は「多くの新発見となり、動物学上参考となる」うえに、「大

東亜戦争で新たに軍用動物として皇軍の御役に立つ同族どもに関する知識」を増

すことができ、「死は無駄ではなかった」と述べている130）。解剖後はほぼすべて

の動物が皮晒か剝製にされ、動物園内の猛獣舎に保管され、一般の観覧に供し

た131）。全国の動物園でも、処分された後に慰霊祭を各地で実施している。処分

後は上野のように剝製になったものもあるが、多くは皮等が陸軍に接収され、軍
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服や靴に使用された。熊本のようにゾウが食用肉として陸軍に献上されることも

あった132）。また、仙台市動物園や甲府市動物園のように猛獣を処分後、空襲に

よって園内が全壊した例もあった。両園は動物もすべて爆撃によって全滅したた

め、脱走した動物が一般市民に被害を及ぼすことはなかった。また、上野でも昭

和20年の空襲でかつてのゾウ舎が焼失し、大阪でも施設が猛獣舎を含む17棟が被

害に遭っていることからも133）、猛獣が生きていたら脱走していた可能性も否め

ず、事前の猛獣処分が単に悲劇ではなく効果があったと言ってもよい。

以上、本節では猛獣処分の全国への波及や、処分の報じられ方と遺体の処理に

ついて論じてきた。上野での処分後に行われた全国園長会議では、猛獣の処分に

ついて延命策を講ずることを確認した。しかし、戦局の悪化に伴い空襲の本格化

が迫ると、市議会や陸軍、地域住民などから猛獣の処分要請が全国各地の動物園

へ届くこととなり、処分を行う。処分する動物や方法、時期は各園に委ねられ、

国家が動物園に対して直接命令を下したわけではなかったことが分かった。また、

一般大衆への報道は、処分された猛獣を惜しみつつアメリカ、イギリスへの敵愾

心を煽る文言で報道した。全国的にも処分された動物に対する慰霊祭を実施し、

剝製や皮晒標本となって再び一般大衆の前に公開されるか、毛皮や食肉として陸

軍に供出されたことが分かった。

図表4　『週刊少国民』に掲載された挿絵
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Ⅴ　結　語

本論文では、昭和初期から大東亜戦争終結までの動物園の運営について、上野

動物園を中心に論じてきた。

第Ⅱ章では、動物園がどのような目的を持って運営されてきたのかを時局の変

化との関連で論じた。戦前期における動物園は、教育施設としての機能を備えな

がらも、主に娯楽やレクリエーション性に特化し運営されてきた。入園者も増え、

全国で動物園が建設され、動物園の繁栄の時代だった。しかし昭和12年に日中戦

争が勃発すると、動物園の運営に対し軍事色が強くなった。運営方針もそれまで

の娯楽施設から、科学知識や生態学の普及施設、そして市民の慰楽施設としての

役割を担うようになった。さらに大東亜戦争が勃発し戦況が悪化すると、軍用動

物の普及や家畜動物の飼育を一般大衆に教育する施設として、戦争末期になると

園内の敷地や動物を利用し、毛皮や食料を供出する機関としての運営を余儀なく

された。このように、時局が変化するにつれ動物園は運営方針を転換させていき、

動物園の存続が図られたことが分かった。

第Ⅲ章では、戦時下における動物や飼料の入手、施設の維持などがどのように

行われたかを論じた。海外の動物園との交換や天皇陛下からの下賜、国内の実業

家からの寄贈によって昭和前期は動物拡充を行っていたが、戦時下においてはこ

れらが減少し、代わって繁殖や軍部を通した動物拡充が盛んに行われた。一方で

飼料集めは困難を極め、早くから代用食が導入された。大東亜戦争勃発後は、一

般市民の非難を受けながらも銃後の施設として運営を続けるため、厨芥や園内で

の開墾による飼料作りに励んだ。また、飼料面でも非公式ながらも軍部の援助を

受けていることが確認された。このように軍部は動物園を統制することはせず、

むしろ動物や飼料を提供しており、戦時において動物園は軍部の援助がなければ

運営を続けることが困難だったことが分かった。また、飼料不足のほかに、鉄材

や石炭、飼育員の不足や相次ぐ空襲により施設の維持運営が困難になった動物園

も存在したが、上野のように終戦まで運営が続けられた動物園もあったことが分

かった。

第Ⅳ章では、動物園における防空対策と昭和18年 8月以降に全国で実施されて

きた猛獣処分の過程とその効果について論じた。まず、動物園の防空対策につい

ては、日中戦争が勃発した頃から灯火管制と消火訓練が実施され、昭和13年以降、
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空襲や焼夷弾を想定した大規模な防空訓練と動物捕獲訓練が行われており、一般

世論の民間防空意識よりも早く空襲や焼夷弾に対する警戒感があったことが分

かった。空襲による被害が現実的になると、上野動物園でも動物の処分は止むを

得ないと考えるようになり、空襲時に処分する動物のリストと手順を記した要綱

を作成した。しかし、空襲時ではなく事前に殺処分することが、軍や警視庁にも

話を通さずに、大達茂雄東京都長官の一任で決められ処分が実行された。この猛

獣処分は全国的に波及した。戦局の悪化に伴い空襲が本格化すると、市議会や陸

軍、地域住民などから猛獣の処分要請が全国各地の動物園へ迫られることとなり、

処分を余儀なくされたのである。このように、戦後に描かれ広く認識されたよう

な軍部による命令はわずかな側面であり、地域によって命令主体は異なっており、

国や軍部が動物園に対して直接命令したわけではなかった。また、それらの猛獣

処分は新聞などで、処分された猛獣を惜しみつつアメリカ、イギリスへの敵愾心

を煽る文言で報道がなされた。全国で処分された動物に対する慰霊祭が実施され、

剝製や皮晒標本となって再び一般大衆の前に公開されるか、毛皮や食肉として陸

軍に供出されたのである。

1） 佐々木時雄『動物園の歴史―日本における動物園の歴史―』（西田書店、昭和50

年）。
2） 戦時下における動物園の運営に関する先行研究は、佐々木時雄『動物園の歴史
―日本における動物園の歴史―』（西田書店、昭和50年）、石田戢『日本の動物園』
（東京大学出版会、平成22年）などがあるが、いずれも生物学的見地からの考察
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福田が園長代理として同年 8月 1日付で就任した。

4） 当時上野動物園は職責上、園長という役職は存在しなかった。黒川は宮内省の
技師で、動物園主任というのが実際の役職であり、東京市に移管された後もしば
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る動物園や動物の曲芸を見せる娯楽場所が必要ならば、それはそれで作ればよい
と付記している。

16） 前掲、『上野動物園百年史』。
17） 岩田酉介「動物園の四季―春夏の巻―」『文化映画』（映画日本社、昭和17年 4

月号）。
18） 前掲、『上野動物園百年史』。
19） 同上。
20） 古賀忠道「動物園の行き方」（『政界往来』昭和16年 1月号）。
21） 古賀忠道「時局下の動物園」（『旅』昭和15年 9月号）。
22） 前掲、「市民生活と動物園」。
23）「自然文化園の開設（ 2）種々の長所　古川晴男」（『朝日新聞』昭和17年 5月23

日）。
24） 東京都建設局『井の頭自然文化園50年の歩みと将来＜資料編＞』（東京都、平成

3年）。
25） 前掲、『上野動物園百年史・資料編』。
26） 日本動物園水族館協会は、昭和14年11月に発足された全国の動物園及び水族館
の発展振興と、動物愛護精神の普及を図る目的で結成された協力団体である。全
国の動物園16館、水族館 3館が会員となり初代会長は公爵の鷹司信輔が務めた。
毎年定例の総会、園館長協議会、研究発表会などを開催したが、昭和19、20年は
中止されている。戦後、昭和21年 5月に活動を再開している。

27） 日本動物園水族館協会『日本動物園水族館協会75年史：1939年―2014年』（日本
動物園水族館協会、平成28年）。

28） 東山動物園『東山動物園要覧』（東山動物園、昭和18年10月）。
29） 辻敬二「戦時動物園の使命」（『動物文學』昭和18年12月号）。
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30） 西出健之助「戦時動物園の飼料」（『動物文學』昭和18年12月号）。
31） 茂田井武「戦ふ動物園」（『大衆文芸』昭和19年 4月号）。
32）「野草はこうして食べる」（『朝日新聞』昭和19年 5月 8日）。
33）「家庭菜園の講習会」（『朝日新聞』昭和19年 6月26日）。
34） 前掲、『上野動物園百年史』。
35） 前掲、『実録　上野動物園』（毎日新聞社、昭和43年）。
36） 前掲、『上野動物園百年史』。
37） 同上。
38）「とりかはされる日米動物の使節　米國から野牛―日本からうしうまを　共に兩
國の寶玉的動物！」（『よみうり少年新聞』昭和 6年 6月14日）。

39） 前掲、『大阪市天王寺動物園70年史』。
40） 前掲、「時局下の動物園」。
41） 前掲、『上野動物園百年史』。
42） 前掲、『実録　上野動物園』。
43） 同上。
44）「白蛇一番　純國産の珍品」（『読売新聞』昭和 7年 6月 5日夕刊）。
45）「エチオピアからの珍客　聖上に御贈進のライオン　29日、上野動物園に着」
（『読売新聞』昭和 6年11月28日）。

46） 前掲、『実録　上野動物園』。
47）「愛嬌者のペンギン君　フロツク姿で　けふから動物園にお目見得」（『読売新
聞』昭和 7年 8月14日、朝刊 7面）。

48） 古賀忠道「動物園の戦時色」（『旅』昭和16年11月号）。
49）「わに君のお輿入　軍艦岩手で持て余されて、あす上野動物園へ」（『東京朝日新
聞』昭和 3年 3月 1日夕刊）。

50） 前掲、『実録　上野動物園』。
51） 同上。
52）「JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.C01000759000、昭和17年「陸亜密大日
記 第50号 1/2」（防衛省防衛研究所）」。

53）「満州から可愛い慰問品　猪と熊がお目見得」（『朝日新聞』昭和18年 2月 7日、
朝刊 3面）。

54） 前掲、『実録　上野動物園』。
55） 上野動物園では、猛獣飼料用のヤギを都内の公園で飼育させた。お台場、恒春園、
芝離宮、新月島、日比谷公園、皇居外濠、瑞江葬儀場など、ヤギの飼料である青
草が生えている公園や敷地が利用された（前掲、『実録　上野動物園』）。

56）「上野動物園でも国策銃後の代用食　ライオンも虎も魚肉に舌つづみ」（『読売新
聞』昭和13年 7月28日朝刊 7面）。

57） 前掲、『上野動物園百年史』。
58） 前掲、「時局下の動物園」。
59）「動物園のお賢者さま」（『写真週報』170号、昭和16年 5月）。
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60）「［ニュース教室］皆さまに知っていただく！」（『読売新聞』昭和13年 7月31日）。
61） 日の丸弁当は、昭和14年から国民精神総動員の興亜奉公日の一環として推奨さ
れた。それまでの一汁三菜から、戦地で戦う兵士を思い、銃後においても粗食に
努めるようになった。

62）「鯖に手を出すライオン君　コンドル先生は贅沢だ！　動物園代用食風景」（『読
売新聞』昭和14年 2月18日）。

63） 同上。
64） 前掲、『日本動物園水族館協会75年史：1939年―2014年』。
65） 前掲『実録　上野動物園』。
66） 圧搾馬糧とは、陸軍が軍馬用に用意していた飼料を強い圧力をかけることで小
さくしたもの。上野動物園では飼育員が陸軍糧秣廠に傷んだ圧搾馬糧があるのを
聞きつけ、 7千貫（約26,500キログラム）を購入し、戦時中の主力飼料として利
用した。

67） 同上。
68） 福田三郎『動物園物語』（駿河台書房、昭和27年）。
69） 前掲、『上野動物園百年史』。
70） 前掲、『動物園物語』。
71） 前掲、「戦時動物園の飼料」。
72） 同上。
73） 甲府市「甲府市史　通史編　第 3巻」（甲府市、平成 2年）。
74）「（ぞう列車は走る　戦後60年：上）軍紀破り、守った命」（『朝日新聞』平成17

年12月13日）。
75） 前掲、『実録　上野動物園』。
76） 高島春雄「夏の上野動物園」（『旅』新潮社、昭和18年 7月号）。
77） 前掲、『上野動物園百年史・資料編』。
78） 前掲、『動物園物語』。
79） 前掲、『上野動物園百年史・資料編』。
80） 福田三郎「猛獣のゐない動物園」（『科学画報』誠文堂新光社、昭和19年 3月号）。
81） 同上。
82） 吉田平七郎「京・阪・神に拾ふ」（『科学画報』誠文堂新光社、昭和19年 3月号）。
83）「敵機退散　市民の訓練見事　一瞬・暗黒の街　鉄壁陣の空の護り／1000の局員
活躍　蒲田の架橋作業　高井戸校を爆撃　鹿君ビックリ！」（『朝日新聞』昭和12

年 9月16日）。
84） 前掲、『上野動物園百年史』。
85）「食糧増産にも一役　戦前へ急ぐ面目一新」（『読売新聞』昭和20年 8月30日）。
86） 前掲『実録　上野動物園』。
87） 前掲、『日本動物園水族館協会75年史：1939年―2014年』。
88）『かわいそうなぞう』は、昭和26年に発表され、昭和45年に金の星社から絵本化
し、これまで発行部数を220万部まで伸ばしている。学校図書株式会社、教育出
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版株式会社から出版された小学 2年生向けの国語教科書に採用され、それぞれ昭
和49年から昭和61年まで使用された〔長谷川潮『児童戦争読み物の近代』（久山社、
平成11年）〕。

89）『かわいそうなぞう』の本文中で、「軍隊の命令で、ライオンらも、豹も、熊も、
大蛇も、毒薬を飲ませて殺したのです。いよいよ三頭の像も殺されることにな
りました」という表記がある。

90）古賀忠道「戦争と動物園」（『文藝春秋』、昭和15年 9月号）。
91）前掲、『実録　上野動物園』。
92）昭和11年 7月24日深夜、わずかに開いていた檻からクロヒョウが脱出した事件。
動物園は臨時休園となり、東京市公園課、上野警察署、上野憲兵分隊、軍用犬
協会、日本犬保存会の合計700人を動員し、捜索の結果、翌25日午後に発見し捕
獲した。この事件は東京市に混乱を引き起こし、翌日の新聞紙面を賑わせ、二・
二六事件、阿部定事件と並ぶ昭和11年の三大事件とまで言われた。上野動物園は、
この事件の翌週にもシカの脱走事件も起こしており、相次ぐ不祥事の責任とし
て、古賀忠道は過怠金 5円の行政処分、福田三郎はけん責処分を受けている（前
掲、『上野動物園百年史』）。

93）「ライオン 3頭脱走す！　動物園で非常時の逮捕訓練」（『東京朝日新聞』昭和13

年 7月26日）。
94）「これでもライオンですゾ　“敵機空襲”の想定のもとに　上野動物園で珍猛獣
狩り」（『読売新聞』昭和13年 7月26日）。

95）「猟銃や捕獲網大活動　動物園に爆弾、忽ち猛獣逃走　物々し警備陣展開」（『東
京朝日新聞』昭和14年10月28日夕刊）。前掲、『実録　上野動物園』。

96）前掲、『実録　上野動物園』。
97） 玉井清編『戦時日本の国民意識―国策グラフ誌〈写真週報〉とその時代―』（慶
應義塾大学出版会、平成20年）。

98）「空襲に猿狂乱　ベルリン動物園の惨話／訓練に馴れた上野の猛獣たち」（『読
売新聞』昭和16年 9月10日夕刊）。

99） 前掲、『動物園物語』。
100） 秋山正美『動物園の昭和史　おじさん、なぜライオンを殺したの　戦火に葬ら
れた動物たち』（データハウス、平成 7年）。

101） 北王英一『動物園の悲劇』（岩波書店、昭和30年）。
102） 大澤吉次郎「戦争と動物園」（『戦争の側面研究』国際事情研究会、昭和16年）。
103） 前掲、「戦争と動物園」。
104）「夜襲に不眠の陣／市民に外出止通達／「猛獣は射殺せよ」／洲崎に時計爆弾／
男の炊出し部隊／ここに「闘う母」／8000の観衆避難」（『東京朝日新聞』昭和15

年10月 5日）。
105） 前掲、「動物園の戦時色」。
106） 前掲、『実録　上野動物園』。
107） なお、第二種にはサルやシカ、キリンやオットセイが指定され、東京市内の 3
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園合計で25種220点の指定がされている。
108） 前掲、『実録　上野動物園』。
109） 前掲、『大阪市天王寺動物園70年史』。
110） 大達茂雄伝記刊行会『大達茂雄』昭和31年。
111） 同上。
112） 上野動物園『うえのどうぶつえんのあゆみ　最近の20年を主として』昭和37年。
113） 前掲、『上野動物園百年史』。
114）「猛獣類は処分　天王寺動物園でも」（『朝日新聞・大阪版』昭和18年 9月 4日
夕刊）。

115） 同上。
116） 同上。
117） 前掲、『大阪市天王寺動物園70年史』。
118） 仙台は仙台市「宮城縣仙臺市事務報告書並財産表　昭和19年」、天王寺は前掲
『大阪市天王寺動物園70年史』、京都は前掲『京都岡崎動物園の記録』、鴨池は井
上岩夫『思い出の鴨池動物園』（黙遙社、昭和61年）、その他は前掲『上野動物園
百年史』をもとに作成。

119） 前掲、『上野動物園百年史』。
120） 仙台市交通局『仙台市交通事業五十年史』（仙台市交通局、昭和53年）。
121） 滝沢晃夫『京都岡崎動物園の記録』（京都市動物園、昭和56年）。
122） 同上。
123） 前掲、「動物園の悲劇」。
124） 同上。
125） 前掲、『大達茂雄』。
126）「お馴染の“雄姿”皮に残して　時局に殉じた猛獣の慰霊祭」（『読売新聞』昭
和18年 9月 3日）。

127） 前掲、『実録　上野動物園』。
128）「“象さん、仇はとってやる”　命捧げた猛獣にヨイコの決意」（『朝日新聞』昭
和18年10月 5日夕刊）。

129） 小島久朗、横井福次郎「動物の勝ちぬく常会」（『週刊少国民』昭和19年11月号）。
130）「明かされた“鼻の秘密”　動物園の象クン達を解剖」（『朝日新聞』昭和18年12

月11日）。
131）「剝製となってお目見得　マライの熊豹獅子の 3君」（『朝日新聞』昭和18年11

月26日夕刊）。
132）「（声）語りつぐ戦争　象肉に食傷した悪夢の時間」（『朝日新聞』平成22年 4月

19日）。
133） 前掲、『日本動物園水族館協会70年史：1939年―2014年』。


