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本団体の活動の中心は山口大学の共同獣医学部学生が担っています。山口大学内でもねこの生息数が増えており、
当団体は「望まれない死を迎えてしまうねこたちを減らしたい！」という想いを持った学生主体で、TNR活動を通じて学内の
ねこたちと関わる活動と、TNR活動・地域猫活動を皆さんに知ってもらうための啓発活動の両面から活動しています。

ここ数年で殺処分数は減っているものの、ねこの場合、殺処分されるうちの約 6割が子猫です。また野外で暮らす子猫の
中には、人知れず死に至る子たちも多くいるのではないかと思います。TNR 活動はそのような子猫を増やさない一つの
方法だと考えます。

TNR活動や地域猫活動という言葉は以前よりも拡がっていますが、浸透しているとはまだまだ言えません。そこで私たちは、
本書を啓蒙活動の一環として作成し、2019年に企画・開催した地域猫活動に関する講演会（4回分）の内容を各項に
まとめました。

すでに地域猫活動を実施されている方をはじめ、これから活動を始めようとする方、地域猫活動について知りたい方々
が本書を参考にしていただければ、大変うれしく思います。

最後に、講演してくださった先生方、本書作成にご協力いただいた山口県環境生活部の浅沼主任、山口健康福
祉センターの山縣主査および山口市環境部の野村主査、株式会社マルニ様に深謝申し上げます。

本書の作成および講演会は学生企画を支援する山口大学おもしろプロジェクトからの支援金により実施されました。

第一回講演会「ねこの感染症」
本大学の下田宙准教授から、ねこがかかる病気や、ねこも人間も感染する可能性のある病原体について学びました。SFTS など、ねこや野外の動物
から感染する可能性のある疾患が近年話題になることが多いことから、安全に地域猫活動をするための防除方法をまとめました。

第二回講演会「ねこと地域社会」
地域猫活動の生みの親である黒澤泰先生から地域猫活動の概要や円滑に活動する秘訣を、東京大学の猫好き先生、小野塚知二教授から社会の
変遷に伴うねこの存在の変遷、世界の猫事情をご講演いただきました。地域猫活動はどんな活動なのか、地域猫活動を知らない方 に々もっと身近
な存在になるようにまとめました。

第三回講演会「地域における合意形成」
県立広島大学の百武ひろ子教授から合意形成の概要を講演いただきました。一見、地域猫活動とは関係ないように思える題材ですが、様 な々想いを
持つ人々が関わる地域猫活動では住民間の合意を形成することは難しいです。この項では合意形成について学び、みなさまが一緒になって課題に
取り組む力になるようまとめました。

第四回講演会「野良猫の生態」
野良猫の生態を長年研究されている西南学院大学の山根明弘教授から、野良猫の生態調査の方法を学びました。地域猫活動においてそこに住む
ねこの数は地域猫活動の効果を把握する大切な指標となります。そこで生息数の調査法をまとめました。
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山大にゃんこ大作戦とは

山口大学やその周辺地域の野良猫を地域猫として
共生していくことを目的とした山口大学のサークルです！

活動理念

私達は山口大学のねこに TNR を行い、大学内の成猫の数を管理する学生団体です。成猫の
数を管理することで望まれない死を迎える子猫を減らしながら、ねこたちに健康に寿命を全うし
てもらうために活動しています。さらに猫管理についての啓発活動も行っています。

ここ数年で山口大学内では、野良猫増加に伴う問題が多発しています。冬の寒さなどにより早
くに命を落としてしまうねこもおり、このような現状をなんとかしたいと共同獣医学部学生を中
心に学生が立ち上がり、2018年から活動しています。

活動するうえで、私たちが大事にしている5つの理念をご紹介します。

望まれない死を迎えるねこの命を1匹でも少なくすること

猫活動の模範となること

ねこを通して、自らを常に成長させること

ねこのために楽しく活動を長期継続すること

地域、社会への貢献を常に意識し、実践すること
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大学猫の確立を目指して 

このガイドブックは情報発信の一環として開催した講演会の講演内容を、現在猫活動をされて
いる方々、これから猫活動をしようと考えている方に利用していただけるようにまとめました。
また、猫活動に興味がある方にもない方にも猫活動について知っていただき、ねこについて考
えていただく機会になればと考え、作成しました。

学内のねこの頭数を確認するための猫調査を主な活動として、学内外の方々から様々なことを
学ぶと同時に、講演会を開催し、地域猫活動についての情報発信もしてきました。

学内猫の調査１

大学内にどのようなねこがいるか、何頭ほどいるのかということを調査すべく、週一回ね
この調査を行っています。新たに見つけたねこには名前を付け、個体識別をしています。
調査の結果、学内におよそ 50 頭の成猫がいることがわかりました。また、学内の野良
猫の状況についても知ることができました。

猫台帳の作成2

猫調査で得た情報を「猫台帳」としてまとめています。台帳には、私たちが付けたねこ
の名前、ねこの写真、性別、出現場所、その他の特徴などを記しています。

学内猫のTNR3

学内の野良猫を対象に TNR 活動を始めました。TNR 活動とは、TRAP・NEUTER・
RETURN の略、つまり野良猫を捕獲し、不妊去勢手術を行い、元にいた場所に戻す
活動のことです。TNRを行うことは、望まれない死を迎える子猫たちを減らすだけでなく、
成猫に対しても特定の病気の予防につながります。

九州大学猫部さんとの合同合宿4

ねこを通して人と自然の関係などについて考えていらっしゃる九大猫部さんと一緒にねこにつ
いて議論しました。ねこについて今一度考え、さらに新しい意見に触れることができました。

講演会の開催とガイドブック作成5

私たちが考えた地域猫活動において重要な 5 つの事柄について、専門の先生方にご講
演いただきました。また講演会の内容をより多くの方に知ってもらうべく、山大にゃんこ
大作戦地域猫活動ガイドブックとしてまとめました。

本ガイドブックについて 

これまでの団体の活動

これらの理念を掲げて活動しています。
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1.地域猫活動について
2.地域猫活動を円滑にすすめるために Ⅰ
3.地域猫活動を円滑にすすめるために Ⅱ
4.ねこの感染症
5.個体識別調査でわかる野良猫の生態
6.ねこと人間の関係
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地域猫活動について
最近、「地域猫活動」という言葉を耳にしますが、
どのような活動なのでしょうか？

地域猫活動とは、飼い主のいないねこ（野良猫）によるトラブルを改善するために、
地域住民が主体となって行う環境衛生活動です。

具体的な活動方法を図にしてみました。

地域猫活動がうまくゆけば、かわいそうなねこが増えなくな
り、糞尿被害や騒音問題、花壇が荒らされるなどの問題も
改善されそうですね！

それだけでなく、地域住民一体となり活動することで、住民同士のコミュニケーショ
ンの増加や子供が生命の尊重について学べるなどの効果もあります。
ただし、地域猫活動には成果が出るまでに時間がかかり、経済的労力的に負担が大
きく継続が難しいという課題もあり、失敗例もたくさんあります。

そのような課題を念頭に置き、根気強く継続することが大事ですね。
ところで失敗例とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか？

よくある失敗例と、その対処法については以下の通りです。

地域猫活動を成功させるのは、とても難しそうですね…
何か成功の秘訣などはあるのでしょうか。

そのためには
住民同士の話し合いの場を設けることが必要ですね。

そうですね。
いくつかありますが、一番重要なのはできるだけ多くの地域住民の理解を得て、
野良猫問題を地域全体の環境問題として取り組むことですね。

地域で話し合いの場を設けたが、
猫好きと猫嫌いの言い争いで終わってしまった

町内会で話し合ったが、問題が生じているのは
一部の地域だけだったので、会議で否決された

熱心なねこボランティアがすべてやってしまったため、
地域住民の中で、自分たちで取り組もうという意識が育たなかった

野良猫だと思って捕獲して、不妊去勢手術をしたところ、
外飼いの飼いねこだった

活動がテレビで紹介されたら、抗議の電話や嫌がらせがあり、
ねこを捨てられることまでもあった

保健所がねこの首輪を配布したら、抗議が殺到した

猫用トイレに発泡スチロールの箱を進めていたが、
ねこがそれで爪とぎをして、ボロボロで汚らしくなってしまった

地域猫の協議会を作ったが、ねこの世話をする人と、
ねこに直接かかわらない人で考えが合わず、分裂してしまった

最初は熱心に取り組んだが、ねこが減ってきて、熱意が薄れた。
そのうち新たなねこが入ってきて、またねこが増えてしまった。

地域でねこの姿や置きっぱなしの餌を見かけ
「地域猫活動は失敗だ」とうわさが流れた
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地域猫

地域猫活動の最低条件

周辺住民の認知

地域でよく話し合う

エサの管理
時間、場所を決める
置きエサをしない

周辺美化の徹底
フン等の清掃
トイレの設置

不妊去勢手術の徹底
とにかく増やさない
目印を明確に

麻布獣医学科大学（現　
麻布大学）を卒業後、横浜
市に公衆衛生獣医師とし
て従事。在職中に「地域
猫」を考案し、住民とともに
実践。退職後は現職に着
任し、現在も全国へ地域猫
活動普及のためセミナー、
講演を精力的に展開。著
書に「地域猫のすすめ」。
DVD「地域猫活動のすす
め」企画制作。

教えて
頂いた先生

黒澤　泰先生

公益財団法人
神奈川県動物愛護協会
常務理事

プロフィール
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“合意形成” とは、どういったものなのでしょうか。

社会的合意形成は、難しそうですね・・・

地域猫活動では、“合意形成” が必要だということがわかりましたね。

合意形成とは、あるテーマに関して、参加者がさまざまな意見を出し合いながら互い
に納得できる結論をを見出すことです。
特に、地域猫活動では合意形成の中でも、“社会的合意形成” が必要になります。
社会的合意形成の特徴を組織内の合意形成と比較し、表にしてみましょう。

はい。だからこそ、準備が大切です。ちゃんと準備を行えば恐れることはありません。
はじめに、良い合意形成のイメージを持つことが大切です。良い合意形成とはどうい
う合意形成でしょうか？「良い合意形成は？」と聞くと「納得がいく合意形成」と答
える人が多いですが納得にも以下の二つの納得があります。

特に、人々はプロセスに対する納得感を求めることが多く、主催者側の話し合いのデ
ザイン次第で納得度を高めることができます。プロセスの納得感が高いと、合意に対
する納得度も高まります。

合意形成のプロセスが大事なんですね。
納得を得るようにするためのポイントなどはあるのでしょうか。

ポイントは5つです。見ていきましょう！

視覚化を担当する人がいるといいかもしれないですね。
視覚化することで今、何が話し合われているか共有でき、
話の堂々巡りを避けることができます。
また、意見を発言者から切り離して議論できることで
無用な対立を防ぐこともできます。

はい。また、あまり認識されていませんが話し合いの
プロセスを企画するプロセスデザインも重要です。

多様な価値観の存在を認める
価値観が違うから話し合うことで新たなアイディアが生まれます

異なる立場の根底に潜む価値を掘り起こす

情報を共有する

お互いに納得できる解決策を協働で見出す

合意形成をプロセスで考える

１

2

3

4

5

合意形成マネジメント協会の考える
信頼を築く「納得」の合意形成を実現するための5つのポイント

　  ファシリテーター
話し合いのなかで、中立的な立場から参加者の話し合いのテーマや
目的、参加者相互の理解を助けながら、話し合いを促進することによっ
て最大限の成果を引き出す役割を担う人

話し合いの進行役をつとめるファシリテーター　がいるといいですね。
さらに、ホワイトボードや付箋を使い、議論を参加者で共有するために
視覚化することも重要です。

社会的合意形成とは、社会的な課題解決のための合意形成で、ステークホルダー　
が不特定多数になることが特徴です。
　  直接利害関係者だけでなく間接的に利害関係があったり、
　  テーマに関心を持つ人 を々指す

声の大きな人の意見、偏った意見に引っ張られずに多様な意見が
きちんと議論されることなど話し合いのプロセスに対しての納得

合意された内容に対する納得

合意に対する納得

合意形成のプロセスに対する納得

参加者
互いに知っている
限られた人数
なぜ会議に出席しているのかが明確

一応ある（とみなされている）

一応ある

互いに知らない
どれくらいの数になるかわからない
（あらかじめわかっている場合も）
どんな意向をもっているかわからない

組織内の合意形成 社会的合意形成

参加者によって異なる

必ずしもあるとは限らない

話し合いに必要な
基礎知識

合意を形成する意欲

地域猫活動を円滑にすすめるためにⅠ2
教えて

頂いた先生

百武ひろ子先生

早稲田大学理工学部建築
学科卒。早稲田大学大学
院理工学研究科修士課
程、ハーバード大学大学院
都市デザイン修士課程修
了。東京工業大学社会理
工学研究科博士課程修
了。NPO 法人合意形成マ
ネジメント協会理事長。社
会的合意形成を含むまち
づくりプロジェクトを多く手
掛けると同時に、よりよい合
意形成を企画・運営でき
る人材育成にも注力する。
社会的合意形成を通じて、
地域の新たな価値の創造
や多様な価値観が共存で
きる社会の実現への貢献
することを目指す。
博士（工学）、一級建築士

県立広島大学　大学院
経営管理研究科
教授

プロフィール
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プロセスデザインとはどういったものでしょうか？

合意形成は、一度の話し合いで行えるとは限りません。たとえ、一回の話し合いであっ
ても、小さな合意を積み重ねて、大きな合意を形成することになります。どのような
ことを話し合ったり、実際に行動すれば合意につながるのか、そのプロセスをデザイ
ンすることを合意形成のプロセスデザインと呼びます。

なるほど、わかりました！

では最後に、地域猫活動（野良猫問題）で考えてみましょう。
話し合いの参加者は、合意の内容に大きく関わる重要な要素です。
それでは、地域猫活動のステークホルダーは誰だと思いますか？

地域猫活動をされている方々、野良猫の糞尿などに
困っていらっしゃる方々、行政、不妊去勢手術をし
てくださる動物病院の先生、野良猫にエサをあげて
いる方でしょうか？

そうです。その人たちは、直接かかわるようなステークホルダーですね。当然、地域
猫活動に批判的な人もそのなかには含まれます。さらに、合意形成を行う上では、テー
マに強い関心や意見を持っている人以外の「地域猫って初めて聞いた。野良猫とどう
違うの？」といったこれまであまり地域猫に関心がなかった層や「ねこは好きだけど、
野良猫を放置するのはどうかな～」といったマイルド層、中間層に話し合いの場に参
加してもらうことが大事です。

そのためには、気軽に参加できるイベントを開催するなど、地域猫
（野良猫問題）について関心を持ってもらうための工夫が必要ですね。

議論にステークホールダー全員が参加することはできません。ですので、話し合いの
場に来られない人たちとのコミュニケーションも大事にしましょう。
また、合意形成を行う際に地域猫活動ありきで話を進めてはいけません。自分たちの
考えを理解してもらい、説得することは、合意形成ではありません。
地域猫活動に批判的な人を含め、さまざまな人たちに参加してもらい、地域課題の
解決策を共に見出していくのが合意形成です。主催者には、どのような課題を解決し
たいと思っているのか、それにはどうして合意形成が必要なのか、その思いをしっか
り参加者に伝えることが求められています。

どう解決したいかではなく、何を解決したいかということなんですね。
私なりに、どうすれば合意形成できるのかを考えてみたいと思います。

異なる価値観、考え方を持つ人々が話し合って、合意形成をするためには準備が必
要です。自分とは異なる人の立場に立って、どういう「問い」を重ねていけば合意で
きるのか考えてみましょう。時には脱線するかもしれませんし、うまくいかないことも
あるでしょう。でも「答えは参加者にある」を信じて、最初の思いとゴールをしっか
り見据えれば納得のいく合意形成は出来ます。

出会う

開催の意図と目的の確認
参加者の思い
話しやすい雰囲気で
「また来たい」

テーマを
理解・共有
する

課題はどこにあるのか
他地域での取り組み
可能な限り現場に
多角的観点から

話しあう
意見の背後にある
思いを掘り起こす
➡それぞれの思いを同時に
　実現できる方法を探す

解決案を
見出す

解決案の評価
実践可能性
費用対効果
優先順位

結論を
まとめる

目にみえる形と
してまとめる
参加者が納得できる
内容か確認

地域猫活動を円滑にすすめるためにⅡ33教えて
頂いた先生

百武ひろ子先生

早稲田大学理工学部建築
学科卒。早稲田大学大学
院理工学研究科修士課
程、ハーバード大学大学院
都市デザイン修士課程修
了。東京工業大学社会理
工学研究科博士課程修
了。NPO 法人合意形成マ
ネジメント協会理事長。社
会的合意形成を含むまち
づくりプロジェクトを多く手
掛けると同時に、よりよい合
意形成を企画・運営でき
る人材育成にも注力する。
社会的合意形成を通じて、
地域の新たな価値の創造
や多様な価値観が共存で
きる社会の実現への貢献
することを目指す。
博士（工学）、一級建築士

県立広島大学　大学院
経営管理研究科
教授

プロフィール
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ねことヒトが 関わるときに注意すべき感染症はあるのでしょうか？

結構あります。表にしてみましょう。

野良猫の感染症と、その主な症状  感染経路

SFTS とはどのようなものでしょうか？

最近では特にSFTS （重症熱性血小板減少症候群）が問題になっています。

SFTS とは、ウイルス性の感染症です。 基本的には ウイルスを保有したマダニが吸血
することで、感染します 。マダニの出現には季節性があり 、 4～6 月がピークです。 
ですので、 この時期には特にマダニに 注意しましょう。

感染症がたくさんありますね。これらは防護すれば事前に防げるのでしょうか？

結局自然界には
どの病原体がいる
かわからないの
で、すべてに対し
て対策を取らなけ
ればいけないのは
現実的ではありま
せん。完全に防
ぐではなく、リス
クを減らす方法を
とってみましょう。

そうなんですね。他にもいろいろ感染症がありますね、、、

マダニに気をつけておけば、安全ですね！

そうは言い切れません。実は、SFTS 患者の中にはマダニを介さずに、
感染したねこなどから の 直接感染 した例もあります、、、

上記の方法を 実施することで、ねこから感染するリスクを減らすことは可能です。
しかし、どのような病原体を持っているか不明な野良猫との不必要な接触は避ける方
がいいかもしれませんね。

ねこの感染症

接触後の手洗いうがい
経口感染

参照／獣医微生物学第 4 版 文英堂出版

人の主な症状

妊娠母体に感染で死流産
ねこでは子猫が中間宿主となった場合、発熱・消化器症状・呼吸困難など

結膜炎・発熱・呼吸器症状・消化器症状

発熱・下痢・リンパ節の腫れ

猫ひっかき病

パスツレラ症

皮膚糸状菌症

発熱・消化器症状・神経症状・出血症状
死亡例あり

発熱・悪寒・倦怠感
インフルエンザ様の症状
ねこでは妊娠個体に流・死産

発熱・消化器症状・呼吸器症状・筋痛
ねこでは子猫に寄生すると消化器症状・粘膜蒼白

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

かゆみの強い皮膚の発疹
ねこでも似た症状

皮膚、リンパ節の化膿性疾患・呼吸器症状

皮膚の紅斑・脱毛など皮膚症状

発熱・悪寒・消化器症状・意識混濁
死亡例あり

猫後天性免疫不全症候群
消化器症状

胎子・子猫に感染で重篤化

消化器症状・貧血・発熱・脱水・鼻汁・リンパ節の腫れ猫白血病ウイルス感染症

猫伝染性腹膜炎 呼吸困難・眼球炎・死亡率高い

ねこの主な症状

トキソプラズマ症

伝染性呼吸器疾患（猫風邪）

猫斑白血球減少症

Q熱

内臓幼虫移行症

疥癬

カプノサイトファーガ・カニモルサス
感染症

ね
こ
か
ら
人
へ
感
染
す
る
病
気

人
に
は
感
染
し
な
い
ね
こ
の
病
気

主な感染経路

接触感染

呼吸器感染

昆虫媒介感染
接触感染
接触感染

経口感染

接触感染

接触感染

経口摂取

接触感染

接触感染
呼吸器感染

経口感染
経皮感染
経口感染
経皮感染
経口感染

接触感染

露出の少ない服
接触感染・経皮感染

忌避剤
昆虫媒介性感染

マスクなどの着用
呼吸器感染

やった方がいいこと 

健康状態では感染しない病原体が、免疫機能が低下した状態で感染すること

他にも、 カプノサイトファーガ は 最近問題となっている細菌感染症 です。アメリカで
は死亡例もあり、日本にも存在するた め十分に気を付けましょう。また、パスツレラ
症を引き起こすパスツレラ菌はほぼ 100 ％の猫の口腔内にいて、 ヒト に日和見感染
することが多いです。

※表中の症状は主なものであり、個体差などに左右されます。

【注釈】
呼吸器症状
消化器症状
神経症状
経口感染
呼吸器系感染
接触感染
経皮感染
昆虫媒介感染

咳、痰、呼吸困難など呼吸器異常による症状
嘔吐、下痢、食欲低下、腹痛など消化器 異常 による症状
意識障害など神経 異常 による症状
病原体に汚染された飼料、飲水などの接種を通じて、細菌が消化器に感染
病原体が呼吸器系を経由して感染
保菌動物との交尾や、なめる、噛むなどの行為によって動物から動物に感染
皮膚の傷口から病原体が感染
病原体が節足動物や蚊などの媒介昆虫内で増殖し、媒介昆虫による咬傷によって感染

44
教えて

頂いた先生

下田　宙先生

山口大学大学院連合獣医
学研究科修了、獣医学博
士。山口大学共同獣医学
部助教を経て、2017年か
ら現職。主な研究対象は
野生動物由来ウイルス感
染症や節足動物媒介ウイ
ルス感染症に関する調査
やその診断法の確立。

山口大学共同獣医学部
獣医微生物学教室
准教授

プロフィール
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図１　ながさき町ねこカルテ

個体識別調査でわかる野良猫の生態
ねこはたくさんいるけど、正確に何匹くらいいるのかなぁ。

地域の野良猫の頭数を把握したいときには、個体識別を行うといいですよ。

たしかに、すべてのねこを識別することができれば頭数も把握できますね！
ですが、たくさんの猫達をどのように識別するのでしょうか？

野良猫を識別するには、定期的に野良猫を調査することが大事です。さらに、見つけ
たねこには名前を付け、個体識別カードのようなものを作成するとより正確に識別で
きます。

ながさき町ねこカルテ
長崎市内の町ねこ（町中を歩き回るねこ）の調査などをされている「長崎の町ねこ
調査隊塾」さんが、作成された個体識別カード。こちらの団体は公開講演会なども
開催され、山根先生もご講演されている。
出典／中島由美子　2014年 3月　ながさき町ねこハンドブック3

確かに、毛色や体の特徴などをイラストで記すと、識別できそうですね。
個体数を推定するためには頻繁に調査はどれくらいの
頻度で行えばよいのでしょうか？

もちろん、頻繁に行うことがベストですが、月１、２回程度の調査を行えば調査開始
から数か月で、ほとんどのねこを識別できます。

調査間もないころはグラフの傾きが急なことから、新しく見つかるねこが
多いことがわかりますね。その後、グラフの傾きが徐 に々緩やかになり、
新しく見つかるねこが減り始めほとんどのねこが識別されていますね。

例えばどのようなことがわかるようになるのでしょうか？

なるほど、個体識別を行うことは
個体数把握という目的以外にも重要なのですね。

TNR活動などによる効果を示すことができれば、
よりよい方法の確立などにもつながりそうですね。

そうですね。まずは、野良猫たちの行動範囲や社会などもがわかるようになります。
実際に私が相島で調査した際にも（メスの）猫達が 4 つのグループを作っていること
がわかりました。またメスの中で子育てのうまいなどのベテランのネコには、求愛する
オスの数が多いことなども分かりました。

その通りです。他にも、個体識別を行いデータを集めることで、明らかになることは
たくさんあるはずです。また、TNRの後には、個体数をはじめ猫社会は変化してゆき
ます。そのような変化を、データで示すことで、客観的に評価することもできるようにな
ります。

生態調査を行う上で、一番大事なのは継続することです。
まずは、継続し何ができるのかを考えてみてください。

さらに猫達を識別できるようになれば、個体数以外にもね
この社会がより詳しく見えてきます。

グラフ１　山根先生が北九州にて猫実態調査をされていた際のデータ

上のグラフは私が実際に調査した際
のデータをグラフにしたものです。
縦軸が累積識別猫数、横軸が調査
開始からの日数になっています。
山根ほか (2011) 「個体識別法による市街地３地区における
イエネコ (Felis catus) の生息個体調査」　ヒトと動物の人間
学会 29: 33-39.

55
教えて

頂いた先生

山根明弘先生

九州大学理学部卒、理学
博士。博士課程修了後は
環境庁国立環境研究所に
科学技術特別研究員とし
て勤務。北九州市立自然
史・歴史博物館の学芸員
を経て、2016年に西南学
院大学人間科学部社会福
祉学科准教授に就任し、
2019 年に現職。専門は動
物生態学、集団遺伝学、保
全生態学など。大学院時
代には相島で 7 年間野良
猫の生態調査を行う。「ね
この秘密（文春新書）」など
ノラネコの生態に関する著
書を多数執筆。

西南学院大学
人間科学部・社会福祉学科
教授

プロフィール
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ねこと人間の関係
最近、日本では野良猫増加による問題が多発していますが、
世界的にはどうなのでしょうか？

それで管理外の動物である野良猫が消滅していったのですね。
他にはどのような要因が考えられるのでしょうか？

実は、日本では野良猫がいることが当たり前になっていますが、
野良猫がいない社会もあります。
例えば、日本や韓国、トルコ、ギリシャ、イタリアでは野良猫がいますが、
イギリスやドイツ、オーストリア、スイスでは野良猫はいません。

野良猫がいない社会では、
もともと野良猫が存在しなかったということでしょうか？

いいえ、一万年に人間とねこが出会い、その後、世界中にねこが広がりました。そして、
いまは野良猫がいない社会でも、図版や文字記録から判断する限りでは、20 世紀中
葉野良猫は存在していました。

他には家畜への帝国主義の拡張により、身近なねこに教化や善導、保護が及んだこ
とが考えられます。また、独居高齢者が発生しないような家族及び介護形態があった
ことが挙げられます。

そうなんですね。逆に野良猫がいる社会でも、
野良猫がいることに要因があるのでしょうか。

そうですね。野良猫がいる社会では、先ほどとは逆に動物愛護先進国ではないことや
帝国主義の未成熟、家族介護や在宅介護といった介護形態などによる独居高齢者の
発生などが考えられるでしょう。

たしかに、日本ではねこの放し飼いや、独居高齢者の寂しさから
の野良猫へのエサやりなどが見られますね。

そうですよね。さらに野良猫がいる社会において、在宅介護、独居高齢者、猫餌の
相対価格への低下の三条件がそろえば、たちどころに野良猫は増え、野良猫への寛
容度が低下し野良猫問題へと発展します。

私にとって野良猫がいることは当然で、
野良猫がいることの背景まで目を向けたことがありませんでしたが、
そのような考え方は野良猫問題を解決するうえでもとても重要ですね。

その通りです。また、一方で過剰なほど野良猫にエサをやり、他方で、野良猫への
寛容度を低下させつつある社会で、何を行ったらよいか考えてみてください。

66

それらの社会では何がおこり、
野良猫が消滅したのでしょうか？

まず要因として考えられるのは、国々の「家畜を管理しよう」という発想を持つ動物
愛護先進国への変容が挙げられるでしょう。これらの社会では、「飼い主のいないこと
は不幸」という言説に基づき、管理外の動物・生殖を嫌悪し、動物を人の明確な所
有と管理のもとに置きなおし、再定義しようとする運動がおきました。

図1 william hogarth 作
the first stage of cruelty
（残酷の第一段階）

この作品では、18 世紀イギリ
スでのねこなどの動物を虐待す
る民衆の様子が描かれている。
この作品から、現在は動物愛護
意識が高く野良猫がいない社会
イギリスでも、18 世紀ではその
意識が低かったことがわかる。

教えて
頂いた先生

小野塚知二先生

東京大学大学院経済学研
究科博士課程、博士 ( 経
済学 )。西洋経済史を専門
とするが、第一次世界大戦
史、音楽社会史、食文化
史、兵器産業・武器移転
史などの分野でも幅広く活
躍。自らを「猫たらし」を称
するほどの大の猫好き。書
棚に猫本コーナーも。世界
各国の猫事情から野良猫
のいる社会といない社会
に二分できると考える。日本
ペットサミットでも講演。

東京大学
大学院経済学研究科
経済専攻経済史講座
教授

東京大学アジア研究図書館長
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