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はじめに

　小学校ではウサギやニワトリなどのほか、カメ
やカエル、メダカやザリガニ、モンシロチョウの
幼虫などさまざまな動物が生活科や理科を中心に
教育目的で学校飼育動物として飼育されている。
　学校飼育動物には主に二つの見方がある。「狭
義の学校飼育動物」とは、主に長年にわたり学校
獣医医師制度の普及に貢献し、学校での動物飼育
の支援の中心となっていた中川（2008）の中で

「子どもたちが感情を見てとれる哺乳類や愛玩鳥」
を対象にしており、教育目的で飼育されている動
物のうち、抱くと暖かく感じられる動物、具体的
にはウサギやモルモット、ニワトリなどを指す見

方である。一方、「広義の学校飼育動物」は、メ
ダカやザリガニなど、教育目的で飼育される脊椎
動物及び無脊椎動物を含めた飼育小屋および教室
等で実際に学校で飼育するすべての動物とらえる
見方である。
　例えば、生活科で動物を飼育する場合、『小学
校学習指導要領解説（平成 29 年告示）　生活科
編』において「どのような動物を飼育し、植物を
栽培するかについては、各学校が地域や児童の実
態に応じて適切なものを取り上げることが大切で
ある。」とあるが、哺乳類や鳥類に限定されてい
るわけではなく、飼育する動物はどの動物でもよ
い。理科においては学習指導要領解説（平成 29
年告示）理科編によれば、3 年生では「飼育が簡
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単で、身近に見られる昆虫」、4 年生では「骨や
筋肉の存在を調べる際には、自分の体を中心に扱
うようにし、他の動物としては、骨や筋肉の働き
が調べられる身近で安全な哺乳類、例えば、学校
飼育動物の観察など」、5 年生では「魚を育て観
察する中で、魚が産んだ卵の中の様子に着目」、6
年生では「呼吸の状態などが調べられる身近で安
全な哺乳類や魚類」とそれぞれ例示されてはいる
が、理科のどの学年においても飼育する動物に関
しては具体的な指示はない。
　本論文では生活科や理科で飼育する可能性のあ
る学校飼育動物である後者の広義の学校飼育動物

（以下、広義の学校飼育動物のことを学校飼育動
物とする）を対象とし、生物個体を学校で飼育す
ることを前提として検討していくこととする（1）。
その理由は、教育目的として使用される、目の前
にいる動物の愛護や虐待の問題を扱いたいからで
ある。
　たとえば、学校でカメを飼育する場合とザリガ
ニを飼育する場合、倫理的には両者ともに大切に
育てるべきであるが、法的には両者は動物として
守られているのかそれとも守られていないのか、
法的に守られていない動物はどのように考えれば
よいのか等明確にされていない。すなわち、これ
まで学校飼育動物について倫理とは切り離し、一
端、法的にどのように守られまた守られていない
か、守られていないとしたらどう考えればよいの
かについて議論されることはほとんどなかったの
である。

1　本研究の目的と方法

　本研究では学校飼育動物に注目し、それらの動
物自体又はそれらへの行為に対し、正又は負に価
値づける法と倫理の境界がどこにあるのかについ
て明らかにすることを目的とする。
　研究方法としては、今まで家庭で飼育するペッ
トに関しては議論が一部はあるため、そこで検討
されている内容を参考とし、動物個体と「もの」
の境界、言い換えれば動物個体に「もの」以上に

正又は負の価値を付与しているのかいないのかに
注目して法令を基に分析を行なう。
　具体的には、まず民法における動物の見方を分
析したうえで、次に勝部（2005）『獣医公衆衛生
学』の中で示されている「愛護動物等に関する法
律」のうち、学校における動物飼育に直接関係す
ると思われる「動物の愛護及び管理に関する法
律」と「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」を取上げ分析する。最後に
法と倫理の境界について考察する。

2　学校飼育動物と民法との関係

　動物の愛護及び管理に関する法律」（以下、動
物愛護法）と「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）
を分析する前に、これらの法律が適応されない動
物に関しては、民法が適応される。そこでまずは
民法における動物の見方を明らかにしていく。
　民法においては、動物は動産である（渋谷ら　
2013、浅野　2016）。動産とは不動産と対をなす
概念である。土地や建物以外の移動できる物をこ
こでは動産（以下「もの」）とする。したがって
動物と「もの」の区別はなく、学校が所有してい
る動物が怪我をしたり、死んでしまったりするこ
とと、物が傷ついたり、壊れてしまったりするこ
とは同列となる。
　動物の種類に関係がないので、ウサギやニワト
リ、カメやメダカ、ザリガニ等は金銭的な価値は
異なるとしても両者は「命あるもの」としては考
えず、動産という「もの」になる。

3　�学校飼育動物と動物の愛護及び管理に
関する法律との関係

　動物愛護法では、愛護動物のみが動物それ以外
は規定されていないので、民法と同様の動産（「も
の」）となる。
　「第四十四条　4　前三項において「愛護動物」
とは、次の各号に掲げる動物をいう。
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　一　 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえ
うさぎ、鶏、いえばと及びあひる

　二　 前号に掲げるものを除くほか、人が占有し
ている動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に
属するもの」となっている。したがって表
1 のようにまとめられる。

　
表 1　愛護動物の種類

野生にいる場合 飼育されている場合

牛、馬、豚、めん羊、山
羊、犬、猫、いえうさぎ、
鶏、いえばと及びあひる

哺乳類、鳥類又は爬は虫類

　学校で考えた場合、飼育していなくても野生と
して生存しているイヌやネコ、イエウサギ、ニワ
トリなどは愛護動物となる。イエウサギとは穴ウ
サギとも言い、一般にペットショップで売られて
いるウサギである。一方ウサギにはノウサギとい
う種もあり、ノウサギはこの対象になっていな
い。
　学校で飼育している場合は、哺乳類、鳥類、爬
虫類が愛護動物となり、表 1 の飼育されている場
合の動物と同一である。この場合は、ノウサギや
ハムスター、モルモット、インコ、カメ、トカゲ
なども含まれることになる。
　したがって、イエウサギ（哺乳類）やニワトリ

（鳥類）、カメ（爬虫類）は学校飼育動物であれば
愛護動物になる。一方、学校で飼育していてもカ
エル（両生類）やメダガ（硬骨魚類）は脊椎動物
ではあるが該当せず、ザリガニ（甲殻類）やモン
シロチョウの幼虫（昆虫類）は無脊椎動物の節足
動物であり、愛護動物にはならない。これらの動
物は生物学上動物であり、倫理的にも動物として
扱うべき動物ではあるが、民法上では「もの」と
なる。
　愛護動物である動物は、個体として本法によっ
て虐待や遺棄等から守られるようになる。
　虐待の場合、例えば、学校飼育動物であるウサ
ギやニワトリ、カメに対し、水や餌を積極的にあ
げないだけでなく、水や餌をあげ忘れたり、病気

であるにもかかわらず、何もしなかったりするこ
とも虐待にあたることになる。大人が小さな子ど
もに対して、してはいけないこととほぼ同じよう
に考えれば虐待の内容は想像できるであろう。し
たがって育て方を知らなかったからウサギが病気
になってしまった・死んでしまったということは
ありえない。
　その他、児童との接触時間が長すぎて動物にス
トレスを与えたり、みだりに繁殖させて、飼育環
境を悪化させたり、老齢になった動物に適した対
応をしないなども虐待の要素となりうるのではな
いか。
　遺棄の場合において生きている個体の遺棄を考
えた場合には、例えば学校飼育動物であるウサギ
やニワトリ、カメを、学校では飼育できなくな
り、野外に捨ててくることが該当する。本法に
よってこのことが禁止されているわけである。
　なお、死んでいる個体の遺棄とは、死んでいる
にもかかわらず、そのまままたは別のところに放
置することである。学校の場合は、土の中に埋め
ることで遺棄にはならない。ただし、感染症予防
の観点から火葬することが推奨されている（2）。学
校飼育動物の餌代とともに火葬費の予算を学校に
支援できる体制も必要である。
　愛護動物であっても教育の科学上の利用は認め
られている。「第四十一条　動物を教育、試験研
究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の
利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達
することができる範囲において、できる限り動物
を供する方法に代わり得るものを利用すること、
できる限りその利用に供される動物の数を少なく
すること等により動物を適切に利用することに配
慮するものとする。」学校においての教育におけ
る科学上の利用とは、生体解剖による内臓や筋肉
等の観察がありえる。動物愛護法においては、で
きるだけ代わりになるもの、できるだけ利用する
動物の数を少なくするなど動物への配慮が前提と
なるが、通常、愛護動物に対する虐待となる行為
であっても、本法上では、配慮をしているのを前
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提とはなるが、学校飼育動物の教育上の科学的利
用は否定されないことになる。
　実際に、歴史上ではウサギやニワトリが学校飼
育動物として導入された時点ではみられないが、
明治後期の萬福（1908）の『小学校理科実験法　
博物編』では、学校で飼育されるようになってき
たウサギやニワトリが解剖教材して示されたり

（鈴木　2013）、大正後期の落合（1923-1924）に
『教育問題研究』に示された「問題と実験とによ
る生理衛生の学習」の中でも、主に大型で人間と
似ている動物として、ウサギが「材料となる動
物」として取上げられたり（鈴木　2014）してい
る。実際に継続されて実践されたことについては
懐疑てきではあるが、学校飼育動物の教育の科学
上の利用可能性は過去にはあった。
　ここで確認したいことは、学校飼育動物を教育
上の科学的目的を禁止することは、少なくても現
在における日本においては、法令上の問題ではな
く、歴史的に形成されてきた倫理的な問題であ
り、学校を取り巻く社会との合意形成により、決
定する事項であることがわかる。

4　�学校飼育動物と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
法律との関係

　外来生物法において、特定外来生物（3）の定義
は、まず外来生物を「海外から我が国に導入され
ることによりその本来の生息地又は生育地の外に
存することとなる生物（その生物が交雑すること
により生じた生物を含む。）」とし、その中で、在
来生物を「我が国にその本来の生息地又は生育地
を有する生物」と位置づけ、特定外来生物は「そ
の性質が異なることにより生態系等に係る被害を
及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令
で定めるものの個体（卵、種子その他政令で定め
るものを含み、生きているものに限る。）及びそ
の器官（飼養等に係る規制等のこの法律に基づく
生態系等に係る被害を防止するための措置を講ず
る必要があるものであって、政令で定めるもの

（生きているものに限る。）に限る。）をいう。」と
されている（表 2）。

表 2　�外来生物、在来生物、特定外来生物のおよ
その定義

名前 特徴

外来生物 本来の生息地又は生育地の外に存する
こととなる生物（交雑種を含む）

在来生物 本来の生息地又は生育地を有する生物

特定外来生物 性質が異なることにより生態系等に係
る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれが
あるもの個体、卵、種子、器官（生き
ているもののみ）など

　特定外来生物の場合、例外を除き、飼養等の禁
止、輸入の禁止、譲渡し等の禁止、放出等の禁
止、防除されるようになる。飼養等の禁止とは飼
育やペットとして育てることができないことを指
し、輸入の禁止は国内に生物を持ち込むことがで
きないことを指し、譲渡し等の禁止とは譲渡、譲
受け、引渡、引取りの禁止を指し、放出等の禁止
とは特定飼養等施設の野外に放出することの禁
止、防除とは捕獲や採取、殺処分または生殖不能
にして放出することである。
　このように、 外来生物法では、 動物の移動が制
限され、 あたかも 「もの」 以上に制約が加わってい
る（負の価値が付与された）状態であり、また殺
処分の場合は動物を「もの」へ強制的に誘うこと

（「もの」 になるので動物の倫理の対象外） になる。
　学校飼育動物として飼育する可能性のある動物
からザリガニとカメの 2 種類を以下取上げる。

　ザリガニの場合
　 　2021 年 3 月現在、環境省によれば、2020 年

11 月 2 月よりザリガニは、アメリカザリガニ
を除き、外来ザリガニは特定外来生物に指定さ
れた。「指定の時点で飼育している個体につい
ては、6 ヶ月以内（2021 年 5 月 1 日まで）に申
請し、許可を受けることで飼い続けることがで
き」また 2021 年「11 月 2 日以降に新たに生ま
れた個体の飼育」はできない。
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　カメの場合
　 　同様に、2021 年 3 月現在、環境省によれば、

カメの中で特定外来種はカミツキガメやハナガ
メ（ハナガメとニホンイシガメの交雑により生
じた生物、ハナガメとミナミイシガメの交雑に
より生じた生物、ハナガメとクサガメの交雑に
より生じた生物を含む）である。

　 　通称ミドリガメの名で有名なミシシッピアカ
ミミガメは、現在は特定外来種ではない。しか
しアメリカザリガニと同様、学校での飼育や放
出の可能性があるため、飼育している場合は野
外へ放出をしない、むやみに繁殖させないなど
の自主規制はしていくべき生物である。

5　�学校飼育動物を前提とした動物の愛
護及び管理に関する法律と特定外来
生物による生態系等に係る被害の防
止に関する法律における課題

　法令上、動物は原則、動産という「もの」であ
り、愛護動物になると、例外はあるが、「もの」
以上に大切にされる可能性が生じる。一方、特定
外来生物となると、移動の制限といった通常の

「もの」以上の制限や殺処分といった「もの」化
させられる可能性がある。これは学校飼育動物で
あっても同様である。
　倫理的には愛護される動物ではあるが、法令で
定められている愛護動物でないと、その対象には
ならない場合がある。また倫理的には愛護される
動物であっても、特定外来生物であれば、法的に
は制限や排除が必要になる場合もある。
　学校飼育動物には、法令で定められた愛度動物
や特定外来生物だけでは考えることができない動
物達が存在する。またカメのように愛護動物にも
特定外来生物にもなりえる場合も存在する。
　そこで、学校で教育上飼育する場合に、「愛護
動物と同様に扱うべき動物」と「特定外来生物と
同様に扱うべき動物」という倫理的視点を導入
し、法と倫理の境界が明らかになるようにまとめ
たものが次の表 3 である。

表 3　�学校飼育動物における愛護動物及び特定外
来生物並びにそれらと同様に扱うべき動物
の分類

分類
該当動物（学校
飼育時）

学校飼育動物の
具体例

法令によって守ら
れている愛護動物

哺 乳 類、 鳥 類、
爬虫類

ウサギやニワト
リ、カメ（ミシ
シッピアカミミ
ガメを含む）

法令によって守ら
れていないが倫理
的に愛護動物と同
様に扱うべき動物

愛護動物にはな
らないが教育上
愛護動物とみな
す可能性がある
動物

メダカやカブト
ムシ、アメリカ
ザリガニ

法令によって排除
されはしないが倫
理的に特定外来生
物と同様に扱うべ
き動物

特定外来生物に
はならないが教
育上特定外来生
物とみなす可能
性がある動物

アメリカザリガ
ニ、ミシシッピ
アカミミガメ

法令によって排除
される特定外来生
物としての動物

特定外来生物
　（卵も含む）

カミツキガメア
メリカザリガニ
以外のザリガニ

　表 3 より、学校飼育動物には、ウサギ、ニワト
リやカメなど法令によって守られている愛護動
物、メダカやザリガニなど法令上は「もの」であ
るが倫理的に愛護動物と同様に扱うべき動物、ア
メリカザリガニやミシシッピアカミミガメのよう
に倫理的に特定外来生物と同様に扱うべき動物が
対象となる（さらに、もし学校でカミツキガメ
や、アメリカザリガニ以外のザリガニを飼育して
いる場合は法令上特定外来生物になる）。
　同じアメリカザリガニであっても、学校飼育動
物として飼育している場合は、法令によって守ら
れていないが倫理上愛護動物と同様に扱うべき動
物となり、野生で採取した場合は法令によって排
除されはしないが倫理上特定外来生物と同様に扱
うべき動物となりうる。
　今まで多くの学校では、アメリカザリガニは、
愛護動物と同様に扱うべき動物としてのみ扱われ
る傾向にあったのではないか。しかし今後は特定
外来生物と同様に扱うべき動物という視点も加え
て、屋外に住みついて生息しているアメリカザリ
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ガニへの対応と、今現にここで私達が飼育してい
るアメリカザリガニでは対応を変えなくてはいけ
ない。すなわち飼育している場合は倫理的に愛護
対象としても、野外では倫理的に他の生物種保護
のためにアメリカザリガニを排除する活動が必要
になるからである。
　ミシシッピアカミミガメの場合は法令によって
守られている愛護動物の視点と法令によって排除
されはしないが倫理的に特定外来生物と同様に扱
うべき動物の視点が含まれていることになる。

6　今後の課題

　以上のように、学校で動物を飼育する活動に対
して、動物愛護を前面に押し出すだけの情操教育
では解決できない教育的課題が含まれている。動
物愛護と生命尊重の違いをもっと意識的に扱う必
要がこれからはあるであろう（4）。生命尊重を生物
種の単位で考えると、その生物種を尊重するため
には、関係する他の生物種のうち、増えすぎた個
体は当然削減し適正な数にしなければならないか
らである。
　目の前にいる動物個体を愛護する問題と、野外
のその動物のためにニッチを奪われつつある固有
種の保護すなわち生命尊重の問題の両者の視点を
含めて、学校飼育動物を対象にした教材化が求め
られるのではないか。
　今回法令で守られている愛護動物については動
物利用に関しての制限は法令的な問題ではなく倫
理的な問題であることを指摘したが、愛護動物で
ある学校飼育動物が故意ではないとしても、学校
で虐待や遺棄なく正しく飼育されていない可能性
があるという課題も残る。獣医学的見地からの学
校獣医師制度及び獣医師の支援は今後も必要であ
るが、あわせて法的な教育的支援も必要なのでは
ないか。例えば、東京都行政書士会が「東京都行
政書士ＡＤＲセンター東京」を立ち上げ、ペット
に対するトラブルの相談を行なっている。学校飼
育動物に関してもそのような法的相談窓口が必要
なのではないだろうか。獣医学的な見地と法的な

見地の両方から学校飼育動物の支援体制の再構築
がのぞまれる。

註
（ 1 ） 目には見えない生物種の保存という視点は一端置

いておく。なぜなら、「生物種の愛護や虐待」と
いったものは具体的に想像しにくいからである。

（ 2 ） 例えば、公益財団法人愛知県獣医師会編・著『わ
かる！ 学校どうぶつ飼育ハンドブック』80 ペー
ジから 81 ページを参照のこと。

（ 3 ） 他に、本法において「未判定外来生物」という概
念が存在するが、輸入の制限が主たる目的であり、
学校飼育動物とは関係しないため、本論文では略し
た。

（ 4 ） 鳩貝（2004）の報告書の中で、鈴木によって、
「愛護と尊重の継続的な融合の必要性」が指摘され
ている。

 　「愛護と尊重は愛護から尊重に転化する概念では
なく、愛護、尊重それぞれ双頭をなす概念であり、
それぞれの指導方策が必要である。」とし、「昆虫や
メダカを愛護することとは家族のように可愛がって
責任をもって育てること、昆虫やメダカの尊重をす
ることとは昆虫の希少種、メダカの野生種が人間の
利害と関係なく、生態系内で過ごせる環境作りを行
うこと」とそれぞれ愛護と尊重を区別している。
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