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旭山動物園

「日本最北の動物園」として1967年7月1日開園。

新里知世



＜役割・使命＞

1.レクリエーションの場

2.教育の場

3.自然保護の場

保護増殖事業 （繁殖賞受賞）

4.調査・研究の場

新里知世



沖縄美ら海水族館

テーマ 「 太陽と花と海 」

新里知世



・1975年7月20日 沖縄国際海洋博覧会開
幕

・1977年7月19日 電気遊覧車運行開始

・1999年7月28日 日本の都市公園100選

・2002年8月31日 旧水族館閉館

11月1日 新水族館（美ら海）開館

新里知世



水族館の歴史

羽地優樹



代シュメールでは食用に捕らえた魚を保存するために小さな池へ魚を泳がせていたほか、中国
は2,000年以上前に金魚や鯉の飼育が始まったとされている。中国では観賞用として池で飼育
れており、それらの池は人工的に整備された小さなものが多く、鯉はとりわけ色のついたものが
に好まれてきた。（錦鯉は19世紀の日本で始まったとされるため、錦鯉ではない。）古代エジプト
は寺に造った長方形のプールに、神聖な魚とされる魚を飼育していたとされており、その様子を
いた美術品が見つかっている。中国で宋朝の時代には、屋内に陶器で出来た水槽を置き、その
で金魚を飼育していた。
明な水槽を用いて、その中で魚を泳がせるという現代の水族館と同様な構造による飼育が始ま

た詳しい期日は分かっていない。1665年に、サミュエル・ピープスがロンドンを訪れた際に記述し
日記中に「いつまでもガラスの中を泳ぎ続ける魚は、美しく際立っていて、素晴らしいことだ。外
でありながら。」と書き記している。ピープスが見た水槽の中で泳いでいた魚はパラダイスフィッ
ュであることが分かっている。18世紀には、生物学者のアブラハム・トレンブレーは、オランダの
ンティンク家の庭の運河で見つけたヒドラを、円柱状のガラス製の水槽に入れて研究した。ガラ
製の水槽で飼育を行なうという概念が生まれたのは、遅くともこの時期に遡る。
鉄のフレームにガラスをはめ込んだ水槽を使用した魚の展示が、1851年のロンドン万国博覧
で行なわれた。これにより水槽で魚を飼育することがイギリスで趣味のひとつとして人気を集め

本では１９８７年、神戸市で開催された第2回水産博覧会の目玉として和楽園水族館が開設。
水槽に循環濾過装置配備しており日本初の水族館と呼ばれる。

羽地優樹



動物園の歴史

羽地優樹



初期の動物園は、主に王侯が所有し、政治的に修好関係を結ぶ、あるいは影響下に置いたり植
民地として支配した国・地域から珍しい動物を集めてきた私的な施設であり、メソポタミアや
地中海世界・中国・インド・アステカなど世界各地で多元発生的に作られた。一般公開された動
物園として最も早いのは、フランス革命の 後に公開されたパリ動物園（メナジェリー）である。
近代の動物園は、単なる見世物ではなく、教育・研究施設としての役割を強くもつと考えられ
ている。つまり、生きた動物を生きたまま収蔵する博物館としての性格が強い。最初の科学的
動物園であるロンドン動物園は、1828年に ロンドン動物学会の研究資料収集施設として創設
されたが、その研究費用調達の方途として、同年に一般公開された。
1907年、動物商であったカール・ハーゲンベックが、ハンブルクに 動物を野生のままに展示す
るような動物園を作った。檻の中に閉じ込めるのではなく、野生の生態のままに観察できるやり
方を「ハーゲンベック方式」（無柵放 養方式とも）という。
日本では188２年に上野恩賜公園内に現在の東京国立博物館が移転開設され、天産部付属
施設として恩賜上野動物園の前身が作られたのが始まりと言われている。
その後、全国の各地方都市に動物園が開園したが、戦時中にはほとんどの動物園が閉鎖状態
となり、戦後に徐々に再開されていく。1970年代まで、博物館などと同じく、一種の教育施設
として子供連れを中心に親しまれてきたが、1980年代には余暇活動の多様化や出生率の低
下（少子化）等の理由によって入場者が減り、閉園にいたる動物園も出た。

羽地優樹



人口 約130万人 面積 2300K㎡ 最北端から
最南端までの距離 ４００ｋｍ

仲村正也



人口 約560万人 面積 約７８０００K㎡

仲村正也



特徴
美ら海水族館

・世界一を誇る巨大アクリルパネルで多種の魚を
一望

・ジンベエザメの繁殖を目指した複数飼育は世界
初！

・エイ類最大！オニイトマキエイ（マンタ）の複数
飼育が見られるのも沖縄美ら海水族館だけ

・生きたサンゴの大規模飼育展示

・未知の生態～沖縄の深海をここに再現！

仲村正也



特徴

旭山動物園

・動物達を3次元的に観察できる

仲村正也



強みと弱み
美ら海水族館
強み
・世界で1番大きい水槽
・大きな水槽以外の小さな水槽の充実度も高い

弱み
・沖縄近海、黒潮領域で見られる魚の展示が中心

旭山動物園
強み
・地理的特徴を生かした事業の仕方

弱み
・アクセスの悪さや周辺人口の少なさ

仲村正也



動物園・水族館

●娯楽の場

●自然学習の場

●研究する場

上原 悠司



旭山動物園

日本最北の動物園。

行動展示・生態展示の先駆け。

経営再生・地域再生の手本。

上原 悠司



美ら海水族館

●世界一と世界初

水槽のアクリルパネルは、高さ8.2ｍ、幅22.5ｍ、厚さ60ｃｍ
で、現在世界一。

ジンベエザメの複数飼育・繁殖、生きたサンゴの大規模飼育
展示は世界初の挑戦。

↓

日本国内だけでなく、世界中に多大な影響を与えている。

上原 悠司



事業規模の比較

佐藤 沙弥香



敷地面積

美ら海水族館 旭山動物園

19,000㎡
（延床面積）

148,681．84㎡

佐藤 沙弥香



入園[入館]者数

美ら海水族館 旭山動物園

平成16年度 2,212,195 1,449,474
平成17年度 2,425,176 2,067,684
平成18年度 2,684,832 3,040,650

3年間で入園[入館]者数は・・・
美ら海水族館→約１,２倍（増）

旭山動物園→約２倍（増）

佐藤 沙弥香



入園[入館]料

美ら海水族館

一般 年間パスポー
ト

大人 １，８００ ３，６００円

高校生 １，２００ ２，４００円

小・中学
生

６００円 １，２００円

旭山動物園

一般 動物園パスポート

大人
（高校生以

上）

５８０ １，０００円

小人
（中学生以

下）

無料

佐藤 沙弥香



○動物の見せ方
（立体的（強化ガラス越し・檻越し・高所など）に魅せる）

○最新鋭の展示施設
（猛獣館、ペンギン館、ホッキョクグマ館など）

○最北の地にあるアクセスの悪さや周辺人口の少なさ

前里 大樹



○最南の地にあるアクセスの悪さや周辺人口の少なさ

○ギネスブック公認の世界最大のアクリルパネル

○視界いっぱいに水槽が広がる雄大な光景を見せる

前里 大樹



○動物たちとの接し方

○気候に合った独自の見せ物がある

○真新しさを出している

○アクセスしづらい

前里 大樹



美ら海水族館

○隣接した施設を無料で使用できる

○一年を通して時期を問わず鑑賞できる

旭山動物園

○冬期には鑑賞できない動物がいる

○入園料がﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙである

旭山動物園 大人(高校生以上) 580円 小人(中学生以下)無料

美ら海水族館 大人 1800円 高校生 1200円 小・中学生 600円

前里 大樹



それぞれの抱える課題

沖縄美ら海水族館

北海道旭川動物園

高良 裕一



沖縄美ら海水族
館
・駐車場がない
シーズンになるとレンタカーで満車にな
ります。無料なのは嬉しいですが、キャ
パシティーに問題があり、増加する観
光客に対応できなくなっています。

・技術力
世界規模の水族館のため、保有する
魚の種類も豊富です。しかし、そのた
めに起こる問題も今まで例がないよう
なことが多いみたい・・・

その一例がイルカのフジ。病気のため
尾びれの大半を失ったフジの世界初と
なる尾びれ再生の手術！！世界初が
ここにもありました。これは成功例です
が、失敗した例が多いです。

高良 裕一



北海道旭川動物園

・動物園まで続く長い渋滞
これにより近隣住民からの騒音の苦
情が殺到した！！

それに渋滞が終わり、やっと着いたに
も関わらず動物園は混雑！！

・公衆トイレ
渋滞が問題となり、用を足す人が増え
た。小高い所にあるために下水道がひ
きづらい。

→バイオ（おがくず）トイレによって解決
しかけている。

高良 裕一



資金面の課題

☆美ら海水族館
建設費は約170億円。1975年の沖縄国際海洋博覧会を

記念して建設された国営沖縄記念公園水族館を建て直
した。

☆北海道旭川動物園
建設費約20億円は、現在の旭山人気を支える。アザラ

シやペンギンなど施設分を合わせた額にほぼ匹敵する。
これまで起債した計約28億円も平成38(2026)年度までに

返済しなければならない。
高良 裕一

共通の課題



事業をしていく上の重要ポイント
現在

＊収益力の強化
旭山動物園の収入源→入場料、飲食、グッズ
美ら海水族館の収入源→入場料、飲食、グッズ

＊飽きさせない
→リピーターへの対応

比嘉健悟

http://www5.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/zoo/ani_movie/pen_sanpo.wmv


事業をしていく上での重要ポイント
今後

• 少子化→修学旅行などの大口顧客の減少

• 高齢化→バリアフリーに対応した施設の導入

比嘉健悟



TOPIC選択の理由

特色豊か

各県を代表する観光施設

比較のし易さ

対象的な所在地

金城雅
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