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〈改修後〉

ふれあいを重視した類人猿舎のデザイン
動物や自然に共感できるしかけづくり -生態展示・観察空間のデザイン

動物園での上記のような感動がその後の環境配慮行動の動機のひとつになるといわれています。
本プロジェクトでは動物から受ける様々な感動について研究し、

そういった感動をより多く引き出す展示デザインを実践しています。

堀を埋めて周囲をガラス張りとしたことによって、
間近で観察できるようになりました。

芝生や樹木、遊具、池を取り入れることによって、
「森の人」という意味のオランウータンならではの

行動が見られるようになりました。
樹木に隠されたえさを探したり、

お客さんの方に水をかけるしぐさも見られます。

《施設改修の例》

動物園に行って暖かい気持ちになった。
話しを聞いてもらったわけでも、

やさしい言葉をかけられたわけでもないのに、なぜ？

動物に接して私の中で何かが変わった、何かとは？

動物のまなざしが驚くほど人間と変わらないこと、
毛が柔らかくてなめらかだったこと、
木登りが楽しそうだったこと、

食べ物がおいしそうでこちらまでお腹がすいたこと。

自分と変わらない動物、動物と変わらない自分、
私の中に暖かいものが生まれた。

平成20年４月にオープンした類人猿館の改修では、以下
のことを考慮してオランウータンの屋外放飼場をデザイン
しました。

●行動展示：木登りや棒を使ってえさを食べる行動を引き出すた
め樹木や遊具、アリ塚を配置しました 。また、池にはボタンを
押して水を飲む遊具を設置し、観賞用の魚を放す予定です。
●環境エンリッチメント：以上の遊具のほか、食用の実のなる
樹木を植えたり、日射をコントロールするルーバーや簾を採用
するなど、動物自体の生活の質の向上を目指しています。
●環境教育：オランウータンの故郷の熱帯雨林が破壊されている
事実を説明パネルによって伝えています。

From...

森林

車

ゴミ

動物園の動物に共感することが、そ
の背景にある自然や身の回りの生活
環境について考えるきっかけになる
と考えられます

インドネシア・ボルネオの森林が伐採され、
オランウータンの生息地が危機に瀕している
ことを説明しています

〈改修前〉

〈改修後〉

〈改修前〉
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「ビフォーアフター動物園」の実証実験
動物園における顧客参加型コミュニケーションシステムの開発

《大人気の「ふれあいタイム」》ふれあいを通した「感動」「癒し」の提供

●実証実験後の「弟路郎ファミリー」（79家族）の満足度

●まとめ

「弟路郎ファミリー」を構成するキャスト

《専用サイトとライブカメラ》インタラクティブに参加できる動物園を核としたコミュニティの提供

●紹介記事 北海道新聞（’07/12/26 掲載） ●全入園者数に対するモニタ入園者数の割合

「ふれあいタイム」実施日

ライブカメラ時間帯別アクセス数

※掲載許諾番号：1672号（’08/6/6 承認）

実証実験中の専用サイト・アクセス数サイト トップページ

「弟路郎ファミリー」
顧客ひとりひとりが、わたしの動物園という意識を持っても
らうため、園内にペット同様の家族的動物を設定。 
　⇒オランウータン「弟路郎」と「弟路郎ファミリー」のふれあい
●このシステムはレクリエーションの多様化、生活者のライフスタイルの
変化などにより再構築を迫られているサービス産業のひとつである
動物園等の生産性向上を図ることを目的とします。

●最小限の設備投資により最大限の入場者数の増大を図り、
　生産性の向上につなげます。

●入園者数増大のポイントはリピーターの獲得であり、そのために少ない
設備投資で利用者の満足度を高める方策の検証を行ないます。

システム概念図
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○「ふれあいタイム」実施日とその翌日のサイトアクセス数の増加は顕著です。
○「ライブカメラ」は昼間だけではなく、夜間にも多くのアクセスがありました。
○「弟路郎ファミリー」は、動物園に行く前も行った後も、弟路郎を介して、
　動物園とのつながりを持つことができ、市民と動物園をつなぐ新たなシステムの姿を示すことができました。

「ふれあいタイム」

オランウータン「弟路郎」の生態について、動物園ではリアルなふれあいを通して、
自宅ではインターネット・ライブカメラを介して、市民が常時観察できる仕掛けを実験的に築き、

その効果について検証しました。「生態展示サービス」としての動物園が、
今後、来園者数を増やす手法の一つとして大いに期待されます。

04.

主 演：弟路郎（ていじろう）君
ボルネオ・オランウータン/雄/11歳/釧路生まれ

観 客：弟路郎ファミリー（札幌市内在住79家族）

助 演：吉田さん
（円山動物園・飼育員）

ていじろう

平成 19年度 経済産業省 「サービス産業生産性向上支援調査事業として、実施したものです。

本事業は、平成19年度 経済産業省 「サービス産業生産性向上支援調査事業として実施したものです。
コンソーシアム●北海道感性産業開発ネットワーク(KIND)：札幌市立大学・北海道立工業試験所・室蘭工業大学・札幌医科大学・（株）データクラフト



「円山動物園の森」に再現したいいきものたち
円山動物園ビオトープで復元したい水生生物は、50年ぐらい前の円山川周辺で普通に見られた生き物です。
子供達が身近に触れていた生き物です。でもかつて普通に見られた光景ってどんなものだったのでしょうか？

ビオトープ計画で復元したい風景を札幌市内及び近郊で探してみました。
【撮影：©桑原 禎知／Kon Photo. & Research】

トミヨ属淡水型
（旧称：イバラトミヨ）

Ninespine stickleback / 
Pungitius sp. Freshwater type

河川の細流や池沼に棲息
する。春の産卵期にオス
がピンポン球ぐらいの巣
を作り、卵の世話をす
る。背中の棘は9-10本。
腹棘の内側が青い。
札幌市内の各所に多数生
息している。流れの緩い
細流や池沼を好むようだ
が、ススキノ横の豊平川
本流内でも見られる。雪
融けの早い場所では 4 月
初旬から産卵が始まる。
産卵盛期は 5月。

エゾサンショウウオ

Ezo Salamander / 
Hynobius retardatus

平時は林内で生活してい
る。産卵期になると林縁
の水たまりや池、流れの
ゆるい沢岸に現れて、水
中に産卵する。
市内では河畔林が残る沢
筋の水たまりや林縁の池
で春に卵が見つかる。産
卵期がGWと重なる年は、
エゾアカガエルの卵と共
に飼育観察用に卵が持ち
去られることが目立つよ
うになってきた。
　円山には残存。

ハナカジカ

Freshwater Sculpin / 
Cottus nozawae

河川の中上流域の礫石が
多い場所に棲息する。頭
の大きな大食漢。石の下
にメスが卵を産み付け、
オスが世話をする。
市内では、冷たくて流れ
がある川の中上流域に棲
息している。海に降りず
に一生を川の中で過ごす
ので、ダムや落差工の上
流側にも残存するが、そ
のような場所では生息数
が極端に少ない。
　円山川には残存。

エゾトミヨ

Sakhalin stickleback / 
Pungitius tymensis

河川の細流や湧水の入る
池沼に棲息する。オスが
巣を作り、卵を世話する。
巣を守っているオスはかな
り攻撃的。背中の棘は11本。
腹棘は短く、内側が白い。
市内に点々と生息地が確
認されている。しかし、
生息地は孤立している場
所が多い。同じ場所に近
縁種のトミヨ淡水型（イバ
ラトミヨ）が生息している
場所では、少しずつ本種が
駆逐されているようだ。

ニホンザリガニ

Japanese crayfish / 
Cambaroides japonicus

水の冷たい川の上流域や
枝沢および山間の湖沼に
棲息している。石の下や
河床に掘った穴の中に潜
む。雑食だが主に広葉樹
の落葉を食べているよう
だ。
市内に点々と生息地が確
認されている。住宅地に
近い沢でも見つかること
があるが、各所で激減し
ている。歩行遡上が困難
な護岸や落差工がある場
所では、増水で下流に流
された個体が生息適地に
戻れない。
円山では絶滅寸前。

エゾアカガエル

Ezo Brown Frog / 
Rana pirica

時は林内で生活している。
春の産卵期になると、林
縁の水たまりや池に現れ
る。オスがメスに抱きつ
いて、水中に産卵する。
鳴き声は「クニャー、ク
ニャー 」。
市内各地に多数の生息地
が現存している。周囲に
林が残っていれば、住宅
地に近い場所にも見られ
る。近年、市内では国内
移入種のツチガエルやト
ノサマガエルが増えてお
り、それらの影響が懸念
されている。
円山には残存。

キタスナヤツメ

Brook lamprey / 
Lethenteron sp. Northern type

河川の中上流域の砂泥底
に棲息する。本種は小型
で、降海はしない。融雪
増水が収まる頃が産卵期。
産卵中の群れはヤツメ玉
とも呼ばれる。
周囲に河畔林が残る小河
川に生息地が点在してい
る。産卵期以外は砂泥底
に潜っているため、見か
けることはない。開発が
続く小河川の上流域に残
る生息地では、近年も人
知れず姿を消している。
　

フクドジョウ

Stone loach / 
Noemacheilus barbatulus toni

河川の中上流域の礫石が
多い場所に棲息する。水
の冷たい流水環境を好む。
6本ヒゲ。
市内各地の山際を中心に
生息地が現存している。
上流に森林が残ってる場
所や岸際に草が生えてい
るような場所には多い。
石の下に隠れているので、
陸上からは見つけられな
いことが多い。
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