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動物の行動と管理学会

この学会の母体の一つである日本家畜管理学会は、家畜の管理に関する研究を通じて家畜管理技術の進
歩・普及に寄与することを目的としてきました。もう一方の応用動物行動学会は、家畜（産業動物）のみならず
ヒトと係わる動物である伴侶（愛玩）動物、実験動物、展示動物、野生動物の行動と管理に関する基礎的・応
用的研究の交流を目的としてきました。統合後の本学会で新たに打ち出している視点は、「ウェルフェアに関
する学術研究の振興」、「技術・知識の普及、持続的社会と文化の発展への寄与」です。設立記念の講演会で
も、これらに対して会員のみなさんから多様なご意見をいただき、まだまだ議論を継続して一つずつ課題解決
の目標を定めて達成していく必要があることを痛感していますが、今後の議論のために課題を整理しておきま
す。あくまでもまだ私見ですし、議論のたたき台と考えていただければと思います。

アニマルウェルフェアは「動物の肉体的、精神的状態」と定義できます。つまり、ウェルフェアは動物を取り巻
く諸環境や管理方法の程度によってGoodにもBadにもなり得るものです。一方で、Well-beingとはGoodウェル
フェアを指します。Well -beingの着地点は、対象とする動物が肉体的にも精神的にも健康に過ごせる状態と
考えることができますが、その動物が利用される場面、あるいは置かれた立場（食用、実験、教育、展示、愛

玩）によって、何らかの制約があり、目指す着地点が異なる可能性があります。したがって、科学者集団を基
本とする私たちの学会は、動物の状態（管理のレベルの差によって生じるウェルフェアのレベルの差）を科学
的に、かつ精密に数値で示す役割があります。そして、ステークホルダーにそれを示し、意見交換を行うことで、
動物種毎のWell -beingの着地点を模索する助けとなることを意識していくべきではないかと考えます。シンポ

ジウムで提案された「展示動物研究におけるエンリッチメント研究の次のステージ」「伴侶動物におけるウェル
フェアの科学的根拠」について、そういった考え方の元に学会で議論していければよいと思っています。

Well-beingの着地点模索の科学的根拠を示すことは大きな社会貢献ですが、同時に私たちが培ってきた技
術・知識の普及も学会として考えていかなければなりません。これは、会員数260名、年会費4000円の予算で、
8割近くを学会誌に割いている弱小学会の体力を強くする（会員数を増やす）ことにもつながります。シンポジ

ウムでいただいたアイデアは、“多くの参加者が見込める動物園での開催、動物園等の技術者の発表の場”、
“伴侶動物のウェルフェア研究を後押ししてくれるペット業界の後援強化”、“実験動物における3R以外のウェ

ルフェア、飼育プロセスの管理”などです。これまでの研究発表会やシンポジウムは、日本畜産学会に随伴す
るスタイルでしたが、これからは私たちの技術・知識をより多くの方にアピールすべく、伴侶動物や実験動物
関連の学会とのコラボレーションも積極的に進めていこうと考えています。タイムリーな話題としてはIoTです。
各動物分野でIoTの導入が猛スピードで進んでいます。次の大会は北海道での独立開催ですが、IoT関係の

シンポジウムや現地検討会を企画する予定です。本学会で発表が少なくなってきている施設関連の研究者も
多く関わっているテーマですし、多数の工学系の方に加わっていただくことができれば、行動研究者それぞれ
が夢見ているIoTの実現も加速するのではないかと期待しています。

もっと積極的な社会との関わりを求めるご意見もありましたが、一歩ずつ着実に、できるところから課題を解
決していきましょう。学会の活動範囲が広がり、市民を含めた各ステークホルダーや関連学会から大きな注目
を集められる体力がつけば、もっと大きな社会貢献ができると信じています。
最後になりますが、学会会員260名のうちの約30名の役員の大きなご助力の元、学会が支障なく運営できて

いることを今一度考えてください。みなさん日々の忙しい仕事の合間を縫って学会の仕事をこなしてくださって
います。役員は2年交代制で、しかも2年の引き継ぎ期間もありますので実質4年ですが、次世代を担って頂け

る役員未経験の会員の方にはどんどんお声がけしようと思います。是非積極的に学会を支える活動に貢献し
ていただけますようお願いします。(写真はばんえい競馬の雄オイドン)

巻頭言 新会長挨拶

2019年4月1日に新しく発足した、動物の行動と管理学会の会長を務めさせて

いただくことになりました。会員のみなさんの忌憚のないご意見とご協力を得な
がら、この学会の発展のために尽力したいと思っていますので、ご協力のほど
よろしくお願いします。
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動物の行動と管理学会への統合後、初の春季研究発表会を2019年3月30、31日に麻布大学で開催しました。
口頭発表15題、ポスター発表26題の発表があり、両会場とも参加者でほぼ満員状態でした。産業動物、展示動

物など様々な分野から発表がありますが、普段はなじみのない分野でも比較的分かりやすい内容で発表してお
り、また論議も自由で活発に行われました。毎年のことながら、懇親会は約70名の参加があり、幹事としては

（最近は）「ぎゅうぎゅうで座る」といったことのないよう店を選んでいますが、結局飲みだすと皆さんくっついてお
り、しかも暑くるしく、終わっても誰も帰ろうとしない。困った集団です。今年から大会担当は、変わりますが、大
会参加者の皆様には研究会の進行に協力していただきありがとうございました。
優秀発表表彰は口頭発表の学生を対象としており、今年は4題のエントリーがありました。厳正なる審査の結

果、以下の1名の方を記念すべき第1回目の優秀発表者として決定しました。
鈴木 健斗さん（麻布大）
「ニホンジカの雄は誰とグルーミングするのか？」

2019年度 春季研究発表会

大会報告 新宮裕子（旧大会担当・道総研酪農試）

今回は新設学会である動物の行動と管理学会の最初のシンポジウムとして、一般の方も含め、できるだけ多
くの方にこの学会を知っていただくことを目的として開催いたしました。また、比較的新しく入会された学会員の
方々に、統合前の両学会の歴史を理解していただいた上で、新学会がこれから進む道について様々な立場か
ら議論することも、統合にあたっては非常に重要であると考え、一般公開シンポジウムに先立って記念講演を
開催いたしました。
研究発表会後に開催された統合新学会設立記念講演では、矢用健一先生（農研機構）から「これまでの両学

会の歩み」、竹田謙一先生（信州大学）から「これからの学会の方向性の提案〜議論のたたき台として〜」と題
した講演を頂きました。
矢用先生からは、日本家畜管理学会では行動管理以外にも施設工学から経営学まで家畜管理に関わる多く

の研究分野からの研究発表があったこと、日本家畜管理学会の行動分野の若手研究者が主体となり応用動物
行動学会が立ち上がり、国際学会ISAEの開催、国内の他学会との共同発表会を開催する活発な活動があった
こと等の両学会のこれまでの歴史が説明されました。また、学会の統合の意義として、家畜管理学会が網羅的
に様々な研究分野から成り立っていたことから、新学会では「動物管理」を行動ばかりではなく多くの分野から
考えられるものにできれば良いことや、アニマルウェルフェア等を通じて社会との関わりを強くしていくことも重要
であるという意見も述べられました。
竹田先生からは、研究・教育・社会貢献・国際化の4点が新学会の発展に重要な視点となるのではないかとい

う意見を述べられました。「研究」では研究発表会での口頭発表への集約や投稿論文の英語要旨をWebサイト
掲載すること等、「教育」では実習の側面もある学生向けイベントの開催やeラーニングを活用した専門家の育
成等、「社会貢献」では現地検討会の定期的開催や研究成果の社会浸透の1つとして賛助会員の確保等、「国
際化」では国際社会における日本のプレゼンスを向上し、アジア地区での会議開催等を説明されました。
総合討論では山田明央先生（農研機構）進行により、活発な議論がなされました。新学会においても大きく扱

われるであろうアニマルウェルフェアと動物管理との関連性や表現を整理すること、各研究分野におけるアニマ
ルウェルフェアの捉え方を議論することが必要であることが議題として上がりました。また、家畜管理学において
網羅的・実践的に構築されてきた学問体系を他の動物種においても構築できれば、研究者はもちろんのこと社
会全般への貢献も期待できることや、学会として研究・サイエンスのレベルアップを図ることによってより魅力的
な学会になるのでは、といった意見が出されました。
記念講演の翌日に開催されたシンポジウムでは、矢用先生から前日の内容に沿った形で統合新学会の紹介

がなされた後、「動物の行動と管理：研究の可能性と課題」と題して、各研究分野の先生からそれぞれの分野に
おける研究の楽しさや課題ついてご講演を頂きました。

シンポジウム報告 堂山宗一郎
（旧シンポジウム担当・農研機構西日本農研）

日本家畜管理学会と応用動物行動学会の統合による動物の行動と管理学会の新設に
伴い、本年度は学会員限定の「統合新学会設立記念講演」と一般公開の「動物の行動と
管理学会設立シンポジウム−新学会への期待と今後の方向性」と題した2つのシンポジウ
ムを、2019年3月30日と31日に麻布大学で開催いたしました。研究発表会の直後、また懇
親会の翌日の午前中にもかかわらず、多くの方がご参加くださいました。
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も原案通り承認されました。これに伴い、日本家畜管理学会および応用動物行動学会の会則の廃止が承認され、
日本学術会議協力学術団体への登録としては、日本家畜管理学会を動物の行動と管理学会に変更し、応用動物
行動学会を解散することが承認されました。
３）2019年度事業計画（案）について
庶務関係①役員会、総会の開催、②研究発表会、シンポジウム等の開催、③広報について、原案通り承認されま

した。④国際連携のうち、国際応用動物行動学会派遣等基金設立締結書の締結ならびに運用に関する申し合わ
せの変更、ISAE2019への参加助成についても原案通り承認されました。その他の国際学会への派遣旅費につい
ては役員会に一任し、結果を会員に報告することが提案され、承認されました。
編集および会計については原案通り承認されました。
４）その他
松浦会計理事から、会誌挟み込みの会費納入用払込票について、2019年度会費はすでに納入済なので、2020

年度会費納入用として使用して欲しいとの連絡がありました。伊藤広報理事から、旧メーリングリストは４月末で廃
止予定であること、４月以降も旧メーリングリストが必要な場合には広報理事まで連絡が必要との報告がありました。
また、メーリングリストを利用する場合には、Ｃｃで複数のメーリングリストに送信すると、エラーメールが戻ってくる
ので、CCで複数のメーリングリストに送信しないようにして欲しいとの依頼がありました。深澤庶務理事より、学生
会員は単年度更新となったので、指導教員も年度ごとに確認するとともに，学生への指導をお願いしたいとの依頼
がありました。

総会報告 出口善隆（旧事務局長・岩手大学）

産業動物分野からは森田茂先生（酪農学園大学）が、対象動物をよく観察し知ることができることから学生や一
般の方に人気の分野であること、様々な研究により対象動物の種としての特徴は解明されてきたが、個体ごとの
特徴は解明されていない点も多いことから今後の重要なテーマであることを述べられました。
展示動物分野からは田中正之先生（京都市動物園）が、これまでは何もしないよりマシという現状もあり様々な

エンリッチメント研究を受け入れてきたが、エンリッチメント研究を発展させる時期が来ており、学生や研究者に対
して目的を明確化してもらい、成果が継続するような研究内容が必要だと述べられました。新学会には動物園職
員が発表できる場であって欲しいという期待もされていました。
伴侶動物分野からは加隈良枝先生（帝京科学大学）が、草食動物が中心の家畜とは行動の違いも多いイヌ・ネ

コの適正飼養を研究する必要性があるなか、研究者が少ない問題や、科学的なエビデンスなどの情報が飼い主
に伝わっていないことが課題として述べられました。
野生動物分野からは江口祐輔先生（農研機構）が、安易な反応試験などの対処療法的研究が増えており、その

根拠となる基礎的な行動研究が少ないことが課題であるが、動物管理学や行動学の研究蓄積がある新学会では、
問題解決に必要な基礎研究と応用研究の両者が行われることを期待されていました。
施設分野からは池田厚男先生（宇都宮大学）が、畜産施設等を構築する際に重要な動物の行動や反応などの

指標や、現場で強く求められているセンシングによる定量化された行動評価から個体の状態を早急に把握できる
ツールの開発には、行動研究が必要不可欠であり、新学会の売りではそこにあると述べられました。
パネルディスカッションでは、友永雅己先生（京大霊長研）を進行役に多くの議論がなされました。加隈先生が述

べられた伴侶動物分野の研究者や関係者の学会参加を促すために、畜産学会から独立した研究発表会の開催
への期待も大きな話題となり、今後開催予定の独立開催でどの様な効果が現れるのかが期待されました。
また、学会に期待している製品開発メーカーなどに賛助会員となっていただくべく、メーカーから意見を聴取できる
様な場を設けることも必要であろうという意見や、研究成果を現場へ反映してもらうために、消費者や一般市民、
現場の関係者等の幅広い層から考えや思いを聞くことのできるシンポジウムも開催すべき時が来ているというと
いう意見も上がりました。研究発表会の開催場所も、大学などの研究機関以外（例えば動物園での開催）も今後
考えるべきことであるという提案もありました。
両シンポジウムを通して私が感じたことは、多くの学会員が新学会に様々なことを期待し、発展させようという思

いがある一方で、統合することで何が変わるのか、具体的にどの様に進んでいくのか、まだわからない人も多い
ように感じました。重鎮のK先生がおっしゃっていたロートルの排除ではありませんが、今回は時間が短く学生を
含めた若手の意見や考えを聞くことができなかったため、彼らの意見も集約し、より発展性のある統合新学会に
なれば良いと考えます。
最後に本シンポジウムの開催にあたり、多大なご協力を頂くとともにご迷惑をおかけいたしました矢用会長と新

村毅先生に、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

2019年度動物の行動と管理学会総会（日本家畜管理学会・応用動物行動学会合同
総会）を、2019年 3月 31日に麻布大学にて開催しました。
１）2018年度活動報告については原案通り、承認されました。
２）動物の行動と管理学会の設立が承認されました。会則および組織、役員等について
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30日に開催された第1部（会員限定）では会長の矢用先生が「動物の行動と管理学会の紹介」という演題で，
この学会の元となる学会である日本家畜管理学会および応用動物行動学会のそれぞれの歩みや，発表され
てきた研究分野の変遷について講演されました．私はこの学会に入会したばかりなので，学会の成り立ちに
ついて知ることができ，今後，何を意識して研究を行うべきか，研究を進めていく中での1つの指標となりまし
た．研究分野に関しては動物園動動物や野生動物に関する研究が増加している反面，施設に関する研究が
近年行われていないということを今回初めて知り，幅広い分野の研究は今後の学会の発展のためにも重要で
はないかと感じました．

31日に開催された第2部（一般公開）では5名の先生が「動物の行動と管理：研究の可能性と課題」という演
題で，それぞれの専門分野から学会に期待することなどを講演されました．
展示動物の分野からは京都市動物園の田中先生が，アニマルウェルフェアに配慮したエンリッチメント研究

の進展や研究目的の重要性について，産業動物の分野からは酪農学園大学の森田先生が，動物への配慮
に基づき飼育管理を洗練化することについて，愛玩動物の分野からは帝京科学大学の加隈先生が，愛玩動
物の分野から家庭で飼われるペットの犬・猫に対する適正飼養について，野生動物の分野からは西日本農研
センターの江口先生が，研究において生じる問題点や野生動物と家畜化された動物の比較による動物が持
つ能力に対する理解について，施設の分野からは宇都宮大学の池口先生が，施設の環境に対する動物の反
応について講演されました．
動物にとって快適な飼育管理を行うためには，基本的な動物の能力を知ることが重要であり，そのために動

物の行動を直接観察し，研究することは，動物の状態を読み解き，動物について未知な部分を解明する格好
の機会であると感じました．このことは飼養管理を洗練化することや研究を次のステップへ進めることへつな
がるのではないかと思いました．また，講演の中で動物に関して人が関わることは全て管理学となるという言
葉はとても印象に残りました．
今回，初めて学会に参加させていただき，口頭発表，ポスター発表を通して研究のおもしろさや，動物の行

動，能力に関してさらに興味を持つことができました．また同じ動物行動学という分野で，他の大学の学生が
どのような研究をしているのかを知ることができ，今後のモチベーションとなりました．学会で学んだことを活か
し，これからの学習や研究に励みたいと思います．

シンポジウム報告 佐藤優菜（東海大学）

次年度（2020年度）年会費の納入のお願い
学会の運営は会員の皆様からの会費によって賄われており、会計年度は3月から

翌年2月までとなっています。2019年度会費につきましては、すでにご納入頂いてい
ることと存じます。次年度2020年度会費のご入金時には、「郵便振替用紙」にて以下
の振込先までお振込みをお願いいたします。

口座名称：動物の行動と管理学会（ドウブツノコウドウトカンリガッカイ）
口座記号番号：02220 – 0 - 143309

新役員の抱負

2019年3月30日および31日に麻布大学において開催されました動物の行
動と管理学設立シンポジウムに参加いたしましたので報告いたします．
今回のシンポジウムは「動物の行動と管理学会設立シンポジウム-新学

会への期待と今後の方向性」というテーマで，新学会の設立に関連して開
催されました．

会計担当 松浦晶央（北里大学）

にご入金をお願い致します。また、ゆうちょ銀行への送金によりご入金される場合は、
ゆうちょ銀行
金融機関コード：9900
店番：２２９
店名：二二九 ニニキユウ
口座番号：0143309（当座）

にご入金をお願い致します。
なお、大会会場での年会費の支払いは受け付けませんので、ご注意下さい。1年間以上年会費を滞納された

場合には会誌の送付を停止し、強制退会となりますのでご注意ください。ご不明な点は下記会計理事までお
問い合わせください。
会計理事 松浦： Email. matsuura@vmas.kitasato-u.ac.jp

多田： Email. tdshng@affrc.go.jp
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動物の行動と管理学会の総務を担当することとなりました。新しい学会のため，
会則や制度，運営など様々な点で不備があるかもしれませんが，皆様のご意見
をもとに順次整えていきたいと思います。

大会担当幹事を仰せつかりました東京農工大学の新村です。大会担当幹事は、私の
他に、山梨さん（京大）、加瀬さん（麻布大）、福澤さん（日大）というメンバーに一新されま
した。フレッシュでアクティブで、かつ専門とする動物種もバランスが良く、このメンバーと
一緒に大会の企画を進めて行くことを、とても楽しみにしています。
動物の行動と管理学会の記念すべき第1回目の大会は、2020年の独立開催を模索し、

開催場所・時期の検討を進めております。独立開催は自由である一方、重い責任も

総務担当 八代田真人（岐阜大学）

本年度より庶務担当理事を仰せつかりました茨城大学の小針です。東北大学の深澤
先生との二人三脚で2年間務めさせていただきます。職務内容としては，会員登録・管理
業務になりますが，前身の日本家畜管理学会において4年ほど会員管理も行っておりま
したので，私の主な役割は，様々な残務を速やかに処理し，新たな学会への事務移行を
つつがなく実施することなのかなと考えています（新学会の対応は，パートナーの深澤先
生が主担当になります！）。

さて，ご存知のように今春3月末に「家畜管理学会」と「応用動物行動学会」を統合して「動物の行動と管理学
会」を新たに設立しました。新学会の守備範囲は広く，産業動物から伴侶動物，実験動物，展示動物，野生動
物まで，研究対象となる動物種や生物学的・社会的背景・課題，手法を超えて広く情報共有と議論を行うこと
が魅力です。一方で，それぞれの分野に閉じこもってしまう，あるいは他分野には関心を示さないという状況を
いかに打破するかというのは，依然として課題であると思っております。
個人的なことではありますが，家畜の飼養学が研究の出発点である私が，展示動物の行動や管理の研究

に関わるようになったのも，旧学会および本学会を通じた情報交換や人的交流が少なからず影響しておりま
す。総務担当としては，学会の一般的な運営管理をこなしつつ，学会を盛り上げる企画やイベントの準備や開
催についても，大会担当理事や他の学会役員と協力しつつ進めていきたい所存です。皆様からのアイデアを
お待ちしておりますので，お気軽にご相談ください。
とかく学会が大きくなる（事実として大きくなったかは別として）と，守りに入りがちになりますが，本学会の良

いところは若く，チャレンジ精神に富むところだと思います。イベントに人が集まらないかもしれないとか，議論
が盛り上がらないとか，そういったことはあるかもしれませんが，失敗も込みで，前向きに進んでいければ，学
会の役割も果たせるのではないかと期待しております。「楽しむ」ことをキーワードに，皆様と新学会を支えて
いければと思います。よろしくお願いいたします。

大会担当 新村毅（東京農工大学）

感じています。ただ、矢用新会長を始めとして、たくさんの心優しきサポーターに恵まれた学会ですので、必ず
や皆さんに満足頂けるような大会が開催できると信じています。
大会は、学会の目玉とも言えるシンポジウムを、より一層魅力的なものにし、また学会自体もWebツールを

駆使してスマートなものにし、幹事の負担を減らすことで、私達も楽しんで企画を進められるようにして行きた
いと考えています。大会以外では、毎回盛況な夏の学校を継続し、さらに現地検討会を復活させる予定です
ので、お楽しみに。
最後に、3月のシンポジウムでは、ジャックナイフのような意見を言ってしまいました（いつも？）。すみません。

でも、私はこの学会が大好きです。だからこそ、この学会をより良く発展させて行きたいと思っています。それ
は、想像よりもはるかに大変なことだと思いますが、まずは大会担当幹事として貢献できるようにして行きた
いと思っています。頑張りますので、皆様、JK（=ジャックナイフ）な大会担当幹事を、これからもよろしくお願い
致します。

庶務担当 小針大助（茨城大学）

さて，新たな学会としてスタートするにあたり，入会方法など微妙に変わっております。入会を希望される方
がいらっしゃいましたら，HPにある入会申請書に必要事項を記載してお送りください。また，本学会に興味の
ある方がいらっしゃいましたら，ぜひお声がけいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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今年度から2年間、編集理事兼「動物の行動と管理学会誌」（Animal Behaviour and 
Management: ABM)編集委員長を仰せつかりました、北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター静内研究牧場の河合と申します。よろしくお願いいたします。
学会誌の和名は、統合新学会の発足と同時に「日本家畜管理学会誌・応用動物行動

学会誌」から「動物の行動と管理学会誌」へと変わりましたが、英名および巻号はこれ

編集担当 河合正人（北海道大学）

動物の行動と管理学会の国際連携理事を担当することになりました、
岐阜大学の二宮と申します。前身学会の１つである応用動物行動学
会でも、国際連携担当幹事を務めていました。引き続き、よろしくお願
いします。すでにMLで連絡しました通り、当学会では国際学会参加助
成を行っています。参加助成の対象は、今のところ国際応用動物

国際連携担当 二宮茂（岐阜大学）

までを引き継いでまいります。すなわち、動物の行動と管理学会誌としての第1号は、今春3月に麻生大学で開
催された2019年度春季研究発表会（統合新学会設立記念大会）の講演要旨を掲載したABM第55巻1号としてす
でに平成31年3月25日に発行され、皆さんの手元にお届け済みであり、元号が令和となって最初のABMは第55
巻2号として6月25日に発行されます。

ABMに掲載される原稿は、会則第2条にあります「ヒトと係わる動物である産業動物、伴侶（愛玩）動物、実験
動物、展示動物、野生動物の行動と管理、ならびにそのウェルフェア」に関するもので、独創的な研究・調査に
基づく学術的知見を含む「原著論文（一般論文、短報）」や「総説」が中心となり、研究発表会前に発行される号
には「抄録」として講演要旨が集録されます。一方、技術開発および普及、観察データに関する内容について扱
う「資料」や「解説」は独創性・学術性を問わず、上述のヒトと係わる動物の研究・調査および飼育・管理に従事
する方々に対し、現場レベルの有益な情報を提供するものとして本学会および機関誌ABMにとって非常に重要
と考えております。
冊子体のABMは講演要旨が集録される1号のみとなりましたが、2016年12月から始まったJ-STAGEへの搭載

で、より多くの方々に学会の成果や活動内容を公表できるようになりました。本学会が扱う様々な動物種、幅広
い分野、特色ある内容の原稿を皆様から是非多数ご投稿いただき、ABMをますます充実したものとなるよう、ま
た学会をより活性化できるよう、微力ながら務めて参りますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

行動学学会（ISAE）だけですが、他の国際学会への参加助成も学会役員で検討しているところです。
ISAEを簡単に紹介します。設立は1966年です。その当時、ルース・ハリソン著「アニマル・マシーン」の出版

（1964年）により畜産におけるアニマルウェルフェアへの関心が英国内で高まった時期にありました。しかし、

議論に必要なアニマルウェルフェアや動物の精神的な側面に関する科学的知見が少なかったために、学会
が設立されたと言われています。現在では、ヒトと係わる様々な動物の行動やウェルフェアの研究を行う、世
界各国の500人近くの研究者がISAEの会員となっています。また、ISAEおよびその会員は、現在進行中の国
際機関や各国におけるアニマルウェルフェアに関する取り組みの中でも大きな役割を担っています。
次にISAEの入会案内です。ISAEの会員になれば、世界各国の研究者と交流する機会が得られるだけでなく、

Applied Animal Behaviour Science を安く購読できたり、学術論文を投稿する際に英語のサポートが受けられ
たりします。さらに、年に一度開催される学術大会（ISAE2019はノルウェー、ISAE2020はインド）に参加する場
合、会員価格で参加でき（非会員の場合、割高の参加費を取られる）、また、ISAE独自の参加助成をうけるこ
ともできます。年会費は、正会員で35ポンド、学生会員で15ポンドです（１ポンドは約140円）。詳しくはISAEの
HPを参照ください（https://www.applied-ethology.org/ISAE_Membership.html ）。ISAEへの入会に関して質問
などがありましたら、ISAEの地域幹事でもある二宮まで連絡ください。
最後に、写真は日本で開催したISAE2015の際のものです。その様子はISAE2015のHP

（http://www.jsaab.org/isae2015/）で見ることが出来ます。こちらも是非ご覧ください。
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本年度より動物の行動と管理学会の広報理事を拝命しました東海大学農学部の伊藤です．
応用動物行動学会・家畜管理学会のネットワーク担当を含めて2011年4月から3期目となりま
す．これまでは，メーリングリストとHPの管理（と，ニュースレターの編集）だけという比較的楽
な仕事でしたが，学会が大きくなったことから，この先はとても一人では対応できないので，

広報担当 伊藤秀一（東海大学）

北里大学の小倉先生を広報理事に，酪農学園大学の林先生を広報委員会にお迎えして3人体制としていただきま
した．とは言え，新HPに関しては小倉先生に，ニュースレターに関して林先生に（旧担当の深澤先生にもお手伝い
いただきながら）お任せしてしまったので，私は相変わらず楽をさせていただくことになります．
私自身は応用動物行動学会・家畜管理学会にお世話になって20年以上が過ぎました．先日開催された発足シン

ポジウムでも紹介されたように，学会が統合されたということだけではなく，学会の内外の環境も大きく変わってい
ると感じます．時代に合わせて変化していくことは当然必要であり，大歓迎である一方で，重大な岐路に立ってい
ると感じます．私は，学生時代からこの学会で多くのことを学びました．そして，今は自分の担当する学生がこの学
会で学んでいます．「誰かが学会のことを考えて働くだろ．私は運営には興味がないので学会費を払っていればい
いや」では進んで行かないことを痛感しています．しかし，そろそろ私たちの年代は保守的になり柔軟性も無くな
る・・・かもしれません．もちろん，すぐに次の世代にバトンタッチということではありませんが，絶対に若い世代の皆
さん，新しく入ってきた皆さんの力が必要です．過去，ISAE日本大会や夏の学校などエキサイティングな企画が
多々ありました．今後，新しい力が，どんなことを実行していくのかとても楽しみです（もちろん私もがんばります）．

（2019年4月から2020年1月までScotland's Rural university collegeで勉強する機会を頂いています）

編集後記
林英明（酪農学園大学）

本年度より動物の行動と管理学会のニュースレターを担当することになりました、酪
農学園大学の林です。さっそく、第1号の発行が遅くなってしまいまして、大変申し訳な

く思っております。今後、回を重ねるごとにより良いものにしてまいりたいと思っており
ますので、よろしくお願いいたします。
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