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9月18日に開催した長寿動物を祝う会で、オオアリクイの
アントを表彰しました。1993年1月にアメリカで生まれ同年8
月に東山動物園へ来園したオオアリクイのアントは、今年で
24才になりました。東山初のオオアリクイの繁殖に貢献し、
3頭の子をもうけました。 

オオアリクイの平均寿命は15年ほどといわれていますが、
飼育例が少なくまだ明らかになっていないことがたくさんあり、
国内では31歳という最高齢記録があります。アントにも、元
気に長生きしてもらいユニークなオオアリクイの魅力をたくさ
ん伝えてほしいと思います。

動物病院日誌　vol.43
「変わらぬ課題・・・　～飼育動物の雌雄判定～」０６

植物園
「冬の花だより」

植物園トピックス
「「キッズボタニカル・ラボ」開催しました！」

１０
１1

飼育だより０４

植物管理人だより
「美しさは世界一」
「ナイトモミジ前に・・・」

０９飼育レポート
「東山動物園のビーバー一家」０２

植物園長のエッセイ
「中南米の植物」

０８動物園長のエッセイ
「バイソンと動物園」０１

東山植物園のレッドリスト植物Vol.13
「キンシャチ」

０７動物園トピックス
「オオアリクイのアントを長寿動物として表彰しました」00

Contents

先日、動物園を題材とした映画の試写用映像を観る機会がありました。邦題は「ユダヤ人を救った動物園」（原

題はThe Zookeeper's Wife）で、公開はこの情報誌が発行される12月中旬です。映画の舞台は当時、ヨーロッ

パ最大の規模を誇ったポーランドのワルシャワ動物園です。第二次世界大戦がはじまり、ドイツがポーランドに侵攻

するなか、動物園を運営する園長夫妻の苦難を描いた作品です。劇中では、展示動物としてヨーロッパバイソンが

登場します。

バイソンといえば、偶蹄目ウシ科、体高約2m、大きな頭と重厚な上半身が印象的です。自然環境では、当園でも

見られるアメリカバイソンと映画に登場するヨーロッパバイソンの2種が知られます。アメリカバイソンは17～18世

紀頃には6000万頭ほどが北アメリカの大草原に生息していました。しかし、ヨーロッパからの移民による乱獲や移

民が連れてきた家畜から感染した病気によって数が減少し、1889年には1000頭以下になりました。その後、野生

個体の保護活動などにより、現在は頭数が安定しています。一方、ヨーロッパバイソンは、ヨーロッパ最大の陸上

動物で、同様に危機に瀕し、こちらは1919年に野生絶滅しました。ですから映画の中でのヨーロッパバイソンはす

でに野生では存在していませんでした。その後、動物園で生き残った個体を繁殖させ、野生に戻す「再野生化」に

成功しました。現存するヨーロッパバイソンは当時の動物園にいた12頭をもとに増やされた個体です。こうした動物

の背景を知ると、この作品が一段と深く楽しめるかもしれません。

東山動植物園でも過去、ヨーロッパバイソンを1952～1989年の間に4頭飼育していました。現在は、北園の

アメリカゾーンでアメリカバイソンをはじめ、一度は絶滅の危機に瀕したものの、保護活動により復活した動物種（シ

ンリンオオカミ、ハクトウワシ）を展示し、受難の歴史を紹介しています。大切なことは、同じ過ちが繰り返されないよ

う、次世代に「命をつなぐ」ことです。ご来園の際は本物の動物と併せて解説パネルをご覧いただければ、バイソン

（倍損）ではなく倍得になること、請け合いです。

（動物園長　黒邉　雅実）

10,000円以上法人・団体

1,000円以上中学生以下
3,000円以上大　　　人

個人サポーターの
区分と金額

① 動植物園情報誌「ひがしやま」をお送りします。（4回）
② サポーターの方を対象にサポーター限定イベントを
　 開催します。

サポーターの方に
動物や東山動物園を
もっと知っていただく
ために・・・

／公益財団法人東山公園協会　動物会館　ＴＥＬ052-782-2111（内線340）サポーター事務局
振込用紙をお送りしますので、動物園サポーター事務局までご連絡ください。郵便振込で

手続きをしていただく場合

動物会館図書室で申込書を記入の上、寄付金をお支払いください。動物園内で
手続きをしていただく場合

個人10,000円以上、法人・団体50,000円以上ご支援いただいたサポーターは、氏名、法人・団体名を園内に掲示することができます。

1

2

動物園サポーター制度は、動物たちが豊かで充実した生活を送ることができるように、
飼育環境改善や動物福祉などを資金面からご支援いただくものです。

募集中！！東山動物園サポーター

申込方法

オオアリクイのアントを
長寿動物として表彰しました

表紙／シンリンオオカミ 

来年の干支が戌なのでイヌ科のシンリンオオカミを表紙にしました。冬毛の姿が見応え十分です。 （撮影・文／山本　光陽）

（撮影／村松　亜由美
　 文／飼育第二係　 内藤　仁美）
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東山動物園のビーバー一家

１：はじめに
齧歯目ビーバー科のアメリカビーバーは北米に広く分布しており『森の建築家』とも言われる動物です。かつ

て毛皮を目的に乱獲され絶滅が危惧されるほど生息数が激減しましたが、保護活動によりその数も回復してい
ます。またビーバーたちの作るダムに様々な動物・植物たちは恩恵を受けています。しかしその一方、本来生息し
ていない南米では毛皮産業を目的に持ち込まれたビーバーたちが天敵のいない環境で爆発的に数を増やし、
ダムを作ることが森林破壊につながるなど様々な問題が起こっています。

そんなアメリカビーバーの獣舎は以前本園にありましたが、２０１４年４月にハクトウワシ舎と共に新獣舎が完
成し北園のアメリカゾーンへと場所が変わりました。アメリカビーバーとブラジルバクの間の通路が赤道にあた
り北米と南米の動物にわかれています。ご存知でしたか？新しくなったビーバー舎ですが、ガラスが割られたり水
漏れもあったりとバタバタすることもありましたが、現在は５頭の家族が元気に暮らしています。今回はそんな東
山ビーバー一家のお話をさせていただきたいと思います。  

２：家族紹介
アメリカビーバーは一夫一婦で年１回の繁殖期を迎え、３ヶ月ほどの妊娠期間

を経て赤ちゃんを産みます。オスのテリーのもとへ２０１５年３月にメスのチェリーが
来園し、２０１６年６月に２頭、２０１７年５月に１頭と２年続けて赤ちゃんが誕生しま
した。生まれた時から親と同じように後足には水かきがあり、尾は舟を漕ぐオールの
ように平たく水生に適した体をしています。泳ぎ始めたときの可愛らしさと共に網
の上からジーと見ているハクトウワシの目の輝きを今でもよく覚えています。

 お父さん 《テリー》 オス ２０１３年５月１２日生
 お母さん 《チェリー》 メス ２０１４年５月１５日生　　　
 お兄さん 《ビリー》 オス ２０１６年６月５日生　　　
 お兄さん 《バリー》 オス ２０１６年６月５日生
 末っ子 名前はまだ決まっていません　性別不明　２０１７年５月６日生
 　２０１７年生まれの個体は性別がまだ分かっていません。名前も性別が分かったら決めます。

３：性別判断
ビーバーは齧歯目では唯一、直腸・排尿口・生殖口をかねる器官である総

排泄腔（そうはいせつこう）をもち、オスの睾丸は体内にあり交尾の時くらいし
か生殖器を見ることができないため、外見での判別は大変難しいです。そのた
めレントゲン撮影により雌雄の判別をします。２０１６年生まれの個体は生後
12ヶ月で共に陰茎骨が確認できたため２頭ともオスと判明しました。２０１７年
生まれの個体は判断するにはまだ幼いため行っておらず、性別は不明です。

４：ビーバーたちの生活
最初に『森の建築家』と紹介しましたが、皆さんもビーバーというと

木を倒しダムを作る働き者というイメージがあるのではないでしょうか。
それは飼育下であっても同じで毎日せっせと働いています！巣の中の木
を何度も移動させたり、長い木を短くしてみたり。ちなみに直径１５cm
の木を１０分ほどで齧り倒してしまうと言われているようです。また必要
なくなったものは外に出して積んでいきます。太くて長い木を入れてお
くとそのまま運んでしまう力にも驚かされます。そうして巣内のレイアウトが少し
ずつ変わる日もあれば一気に変わる日も。赤ちゃんが生まれた時も様子が良
く見えていたのに一晩の間に木を積みあげてしまい、なかなか確認ができず
モヤモヤした日もありました。野生下での子供は２歳くらいまで（それ以上で
も）親と一緒に暮らすようです。そのため巣材運びや下の子の世話をする姿
も見受けられます。末っ子ビーバーが泳ぎ始めたころ心配してか、お兄ちゃん
ビーバーはすぐに連れ戻し毛づくろいをしていました。そして隙をみてはプール
に出る末っ子を何度も何度も連れ戻していました。

  

５：ビーバーの魅力
東山動物園には多くの種の動物がいます。もちろんたくさんの動物

も見ていただきたいですが、今日はのんびり行こう！という時にはビー
バーを１日通して見ていただけたらと思います。午前中は寝ていること
が多く季節によって活動する時間も異なりますが、お腹を上にして口を
モゴモゴしている寝方、寝返りをしたビーバーに驚き起きたもののまた
寝ていく姿、持ち上げた木の反対側が頭に当たり「誰？何？」といった
ような驚いた表情。木くずをたくさん大事そうに抱えるもプールを泳いで
いる間にほとんど無くなっているのにそのままの格好で陸地に上がる姿。また子供たちは好奇心旺盛でガラス越
しにこちらの様子を見に来ます。可愛らしい姿はまだまだ書ききれないほどたくさんありますが、どれをとっても面白
いなと思います。「百聞は一見にしかず」、ぜひビーバー一家に会いに来て頂き、ビーバーの魅力が来園者の方
にもっと伝わったらと思います。

最後に余談ではありますが、泳いでいる後姿を見ていて何かに似ている…そうだ！（自然館の２階にいる）アフ
リカツメガエルだ！！これはあくまで私の個人的な感想です（笑）

（飼育第二係１班　山岸　景子）

はじめに

家族紹介

ビーバーたちの生活

性別判断

ビーバーの魅力

獣舎 ビーバー一家（５頭）

ビーバーの赤ちゃん

レントゲン写真

連れ戻される仔ビーバー

木を運ぶビーバー

ガラス越しのビーバー

げっしもく

らんかく ぜつめつ きぐ

おんけい

かんきょう ばくはつてき

はかい

じゅうしゃ

も

はんしょくき にんしん

たんじょう

こ

かがや

あみ

おさな

いんけいこつ かくにん

さつえい

せいしょくき むずか

こうがん こうび

はいにょうこう せいしょくこう

げきげん

たお

かじ

おどろ

すき

ね

こと

かか

すがた こうきしんおうせい ご

いただ みりょく



東山動物園のビーバー一家

１：はじめに
齧歯目ビーバー科のアメリカビーバーは北米に広く分布しており『森の建築家』とも言われる動物です。かつ

て毛皮を目的に乱獲され絶滅が危惧されるほど生息数が激減しましたが、保護活動によりその数も回復してい
ます。またビーバーたちの作るダムに様々な動物・植物たちは恩恵を受けています。しかしその一方、本来生息し
ていない南米では毛皮産業を目的に持ち込まれたビーバーたちが天敵のいない環境で爆発的に数を増やし、
ダムを作ることが森林破壊につながるなど様々な問題が起こっています。

そんなアメリカビーバーの獣舎は以前本園にありましたが、２０１４年４月にハクトウワシ舎と共に新獣舎が完
成し北園のアメリカゾーンへと場所が変わりました。アメリカビーバーとブラジルバクの間の通路が赤道にあた
り北米と南米の動物にわかれています。ご存知でしたか？新しくなったビーバー舎ですが、ガラスが割られたり水
漏れもあったりとバタバタすることもありましたが、現在は５頭の家族が元気に暮らしています。今回はそんな東
山ビーバー一家のお話をさせていただきたいと思います。  

２：家族紹介
アメリカビーバーは一夫一婦で年１回の繁殖期を迎え、３ヶ月ほどの妊娠期間

を経て赤ちゃんを産みます。オスのテリーのもとへ２０１５年３月にメスのチェリーが
来園し、２０１６年６月に２頭、２０１７年５月に１頭と２年続けて赤ちゃんが誕生しま
した。生まれた時から親と同じように後足には水かきがあり、尾は舟を漕ぐオールの
ように平たく水生に適した体をしています。泳ぎ始めたときの可愛らしさと共に網
の上からジーと見ているハクトウワシの目の輝きを今でもよく覚えています。

 お父さん 《テリー》 オス ２０１３年５月１２日生
 お母さん 《チェリー》 メス ２０１４年５月１５日生　　　
 お兄さん 《ビリー》 オス ２０１６年６月５日生　　　
 お兄さん 《バリー》 オス ２０１６年６月５日生
 末っ子 名前はまだ決まっていません　性別不明　２０１７年５月６日生
 　２０１７年生まれの個体は性別がまだ分かっていません。名前も性別が分かったら決めます。

３：性別判断
ビーバーは齧歯目では唯一、直腸・排尿口・生殖口をかねる器官である総

排泄腔（そうはいせつこう）をもち、オスの睾丸は体内にあり交尾の時くらいし
か生殖器を見ることができないため、外見での判別は大変難しいです。そのた
めレントゲン撮影により雌雄の判別をします。２０１６年生まれの個体は生後
12ヶ月で共に陰茎骨が確認できたため２頭ともオスと判明しました。２０１７年
生まれの個体は判断するにはまだ幼いため行っておらず、性別は不明です。

４：ビーバーたちの生活
最初に『森の建築家』と紹介しましたが、皆さんもビーバーというと

木を倒しダムを作る働き者というイメージがあるのではないでしょうか。
それは飼育下であっても同じで毎日せっせと働いています！巣の中の木
を何度も移動させたり、長い木を短くしてみたり。ちなみに直径１５cm
の木を１０分ほどで齧り倒してしまうと言われているようです。また必要
なくなったものは外に出して積んでいきます。太くて長い木を入れてお
くとそのまま運んでしまう力にも驚かされます。そうして巣内のレイアウトが少し
ずつ変わる日もあれば一気に変わる日も。赤ちゃんが生まれた時も様子が良
く見えていたのに一晩の間に木を積みあげてしまい、なかなか確認ができず
モヤモヤした日もありました。野生下での子供は２歳くらいまで（それ以上で
も）親と一緒に暮らすようです。そのため巣材運びや下の子の世話をする姿
も見受けられます。末っ子ビーバーが泳ぎ始めたころ心配してか、お兄ちゃん
ビーバーはすぐに連れ戻し毛づくろいをしていました。そして隙をみてはプール
に出る末っ子を何度も何度も連れ戻していました。

  

５：ビーバーの魅力
東山動物園には多くの種の動物がいます。もちろんたくさんの動物

も見ていただきたいですが、今日はのんびり行こう！という時にはビー
バーを１日通して見ていただけたらと思います。午前中は寝ていること
が多く季節によって活動する時間も異なりますが、お腹を上にして口を
モゴモゴしている寝方、寝返りをしたビーバーに驚き起きたもののまた
寝ていく姿、持ち上げた木の反対側が頭に当たり「誰？何？」といった
ような驚いた表情。木くずをたくさん大事そうに抱えるもプールを泳いで
いる間にほとんど無くなっているのにそのままの格好で陸地に上がる姿。また子供たちは好奇心旺盛でガラス越
しにこちらの様子を見に来ます。可愛らしい姿はまだまだ書ききれないほどたくさんありますが、どれをとっても面白
いなと思います。「百聞は一見にしかず」、ぜひビーバー一家に会いに来て頂き、ビーバーの魅力が来園者の方
にもっと伝わったらと思います。

最後に余談ではありますが、泳いでいる後姿を見ていて何かに似ている…そうだ！（自然館の２階にいる）アフ
リカツメガエルだ！！これはあくまで私の個人的な感想です（笑）

（飼育第二係１班　山岸　景子）
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１週齢

５ヶ月齢

アジアゾウ舎裏のカシの木

カシの枝葉を食べるアジアゾウ

ネブロサスメダカ

10月23日と29日に名古屋に台風が接
近しました。
こんなに遅い時期の台風

は珍しいです。しかも2週続
けて。29日の台風22号は風
もそんなに強くなく、「あれ？い
つ通過したのかな？」って感
じで済みました。しかし、23日の21号は夜
間に通過した時の風が強く、ユーカリに
100本以上の枝折れがありました。

遅い時期の台風は大変です。風により
コアラの餌として重要な新芽がボロボロ
になってしまい、餌として使える枝を探すの
に苦労します。今の時期は植物も今年の
生長をほぼ終えていて、ただでさえ新芽が

少ないのです。
さらに、もっと大

変なことがありま
す。今年の餌として
いる枝は、毎年の
台風対策として、折

れやすい枝や倒木しやすい株から出荷を
行うので、被害があったとしても対応が取
りやすいのですが、来年の餌として育てて

いるユーカリに関しては、今が一番枝も大
きく背も高くなっています。こちらのユーカリ
は台風対策で切り戻すと来年の餌採取に
影響がでるため、無闇に切るわけにもいか
ず、今回のような時期外れの大きな台風が
来ると相当な被害が出てしまいます。
地球温暖化が続き、今年みたいな10月

後半の台風が毎年来るようになるのなら、
ユーカリの栽培方法の根本的な見直しも
考えなくてはならなくなってきます。

今年6月にホンドタヌキが2腹14頭産ま
れました！
各ペア10頭で計20頭の繁殖を期待し

ていたのですが、そう上手くはいかないです
ね。
出産した2ペアは共に日本産動物舎で

飼育・展示していた個体で、子供の成長と
共に各獣舎が手狭になってきましたので、
園路を挟んで隣にある獣舎のタヌキの里
へ秋も深まり親離れの時期になる11月に

子供とともに移動させました。
それまでタヌキの里では7頭が飼育され

ていましたが、今回の移動で頭数が増えた
ことにより、生息環境を再現しすぎてタヌキ
が見つけにくいのが解消される
ことと、本来夫婦単位で生活す
るタヌキたちの縄張り争いがいっ
ぱいいることで争えない状態に
なることを期待しています。
また、元 タ々ヌキの里にいた個

体から、次期（時期は未定）繁殖
個体を2ペア日本産動物舎へ移動しました。
現在、タヌキの里では21頭のホンドタヌ

キが皆様の来園をお待ちしています。

ホンドタヌキは名古屋市全域に生息して
いますので動物園で野生観察の予行練習
はいかがで
すか？

夏の間、避暑のために屋外展示場の
ヌタ場で過ごし、ほとんど室内に入ってこ
なかった6頭のアルダブラゾウガメ。この
号が出るころは逆に、室内から出ることは
ほぼありません。そんな暑さも寒さも苦手な
ゾウガメ達の不思議を紹介します。
それは、変わった水の飲み方です。い

ろいろな書籍や園内看板にも記載があ
りますが、口ではなく鼻の穴から飲みます！
書籍にも書いてあるのだからそうなんだろ

う、と分かってはいたけれど、
この目で見るまでは信じられ
ませんでした。が、ついにこ
の夏、水を飲む姿を見ること
ができました。写真では分か
りにくいですが、鼻ごと水に
つけて（口は閉じたまま）ゴ
クリゴクリと飲んでいました。
ヒトから見ると鼻がツーンと
なるような方法ですが、彼ら
にとっては当たり前の飲み方なのだなー、
と感心してしまいました。（これは、水の確
保が難しい現地で岩の窪みなどに溜まっ
た水を飲めるように進化した結果です。）

ライオン舎のモート（堀）に
は色々な生き物たちが住んで
います。アメリカザリガニやウ
シガエル、ミシシッピアカミミガ
メが主な住民です。彼らがど
のような経緯で住み着くよう
になったか定かではありませ
んが･･･。
昨年の夏にはカルガモ親

子がひと夏を過ごしたりもしま

した。思わぬ珍客でライオン
の「ルナ」が身を乗り出し
て興味津々にカルガモ親
子を見ていたのが思い出
されます。

住民と呼べるかどうかは
ちょっと微妙ですが、カワセ
ミの夫婦もこのモートを生
活の場所にしているようで

す。鋭い（？）ダイビングを披露してザリガニ
を捕まえたり、壁面の排水溝を利用して営
巣もしたりしているようです。充分な食べ物
と安全な巣、おまけに外敵はライオンがいる
ため近づいてこない･･･。大都会（!?）の名
古屋市で生きるカワセミにとってライオン舎
のモートは安心して生活できる数少ない場
所かもしれません。
小さくて警戒心の強い野鳥なので姿を

見つけても騒がず静かに見守ってあげてく
ださいね。

世界のメダカ館にはニホンメダカの仲間
を約30種類飼育しています。その生態は
様 で々繁殖や稚魚の育成が難しい種が多
くいます。私が今、一番力を入れているの
が、ネブロサスメダカ（学名Oryzias nebu-
losus）の繁殖です。このメダカの一番の特
徴は、卵や稚魚のサイズが非常に小さく
て、卵径0.8㎜、稚魚3㎜と、ニホンメダカと
比べると2/3ほどの大きさです。孵化したば
かりの稚魚が食べられるサイズのエサ（動

物プランクトン）を探し準備するのが稚魚育
成の最大の難関になります。
その中で、約一年前より淡水性のワムシ

の仲間（動物プランクトン）の培養を始め、
エサとして与え始めたところ稚魚がそれをつ
いばむ様子と、常に稚魚のお腹がエサで満

たされている様子が確認でき、みるみ
る大きく成長しました。稚魚期に栄
養をどれだけ多くとることができるか
で、健康な成魚になるかどうかが決ま
ります（どんな動物も同じですね！）の
で、とても嬉しい瞬間でした。
現在は飼育個体数が少なく展示

に至っていないネブロサスメダカです
が、順番に稚魚を育成して皆さんにはやく
元気に泳ぐ姿をお見せしたいと思います。

東山動物園では、アジアゾウの餌として
乾草（干し草）や青草などの牧草を中心に
与えていますが、時には木の枝も与えてい
ます。

木の枝は園内などで採取しているのです
が、その中でもアジアゾウはカシの枝を好み
ます。しかし、困ったことにカシの枝は他の
動物達にも好まれており、あそこのカシが伸
びてきているなと目を付けていた枝を切りに
行くと、すでに他の動物の担当者に切られ

てしまっている事もしばしば…。
そこで一昨年、昨年と獣舎の

裏などの、空きスペースにカシの
苗木を植えました。
苗木が生長して餌として使え

るようになるのは
まだまだ先の話で
すが、新芽が吹
いているなど生長
を目の当たりにす
ると、早くどんどん
大きくなれと期待
も膨らみます。

飼育第二係2班
鬼頭　美妃

飼育第二係3班
田中　理映子

飼育第一係2班
小林　隆志

飼育第一係1班
加藤　俊紀

飼育第一係３班
戸嶋　康伸

飼育第一係４班
臼井　潔

ゾウガメ水を飲むモートの住民たち

仔ダヌキたちの
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５ヶ月齢

アジアゾウ舎裏のカシの木

カシの枝葉を食べるアジアゾウ

ネブロサスメダカ

10月23日と29日に名古屋に台風が接
近しました。
こんなに遅い時期の台風

は珍しいです。しかも2週続
けて。29日の台風22号は風
もそんなに強くなく、「あれ？い
つ通過したのかな？」って感
じで済みました。しかし、23日の21号は夜
間に通過した時の風が強く、ユーカリに
100本以上の枝折れがありました。

遅い時期の台風は大変です。風により
コアラの餌として重要な新芽がボロボロ
になってしまい、餌として使える枝を探すの
に苦労します。今の時期は植物も今年の
生長をほぼ終えていて、ただでさえ新芽が

少ないのです。
さらに、もっと大

変なことがありま
す。今年の餌として
いる枝は、毎年の
台風対策として、折

れやすい枝や倒木しやすい株から出荷を
行うので、被害があったとしても対応が取
りやすいのですが、来年の餌として育てて

いるユーカリに関しては、今が一番枝も大
きく背も高くなっています。こちらのユーカリ
は台風対策で切り戻すと来年の餌採取に
影響がでるため、無闇に切るわけにもいか
ず、今回のような時期外れの大きな台風が
来ると相当な被害が出てしまいます。
地球温暖化が続き、今年みたいな10月

後半の台風が毎年来るようになるのなら、
ユーカリの栽培方法の根本的な見直しも
考えなくてはならなくなってきます。

今年6月にホンドタヌキが2腹14頭産ま
れました！
各ペア10頭で計20頭の繁殖を期待し

ていたのですが、そう上手くはいかないです
ね。
出産した2ペアは共に日本産動物舎で

飼育・展示していた個体で、子供の成長と
共に各獣舎が手狭になってきましたので、
園路を挟んで隣にある獣舎のタヌキの里
へ秋も深まり親離れの時期になる11月に

子供とともに移動させました。
それまでタヌキの里では7頭が飼育され

ていましたが、今回の移動で頭数が増えた
ことにより、生息環境を再現しすぎてタヌキ
が見つけにくいのが解消される
ことと、本来夫婦単位で生活す
るタヌキたちの縄張り争いがいっ
ぱいいることで争えない状態に
なることを期待しています。
また、元 タ々ヌキの里にいた個

体から、次期（時期は未定）繁殖
個体を2ペア日本産動物舎へ移動しました。
現在、タヌキの里では21頭のホンドタヌ

キが皆様の来園をお待ちしています。

ホンドタヌキは名古屋市全域に生息して
いますので動物園で野生観察の予行練習
はいかがで
すか？

夏の間、避暑のために屋外展示場の
ヌタ場で過ごし、ほとんど室内に入ってこ
なかった6頭のアルダブラゾウガメ。この
号が出るころは逆に、室内から出ることは
ほぼありません。そんな暑さも寒さも苦手な
ゾウガメ達の不思議を紹介します。
それは、変わった水の飲み方です。い

ろいろな書籍や園内看板にも記載があ
りますが、口ではなく鼻の穴から飲みます！
書籍にも書いてあるのだからそうなんだろ

う、と分かってはいたけれど、
この目で見るまでは信じられ
ませんでした。が、ついにこ
の夏、水を飲む姿を見ること
ができました。写真では分か
りにくいですが、鼻ごと水に
つけて（口は閉じたまま）ゴ
クリゴクリと飲んでいました。
ヒトから見ると鼻がツーンと
なるような方法ですが、彼ら
にとっては当たり前の飲み方なのだなー、
と感心してしまいました。（これは、水の確
保が難しい現地で岩の窪みなどに溜まっ
た水を飲めるように進化した結果です。）

ライオン舎のモート（堀）に
は色々な生き物たちが住んで
います。アメリカザリガニやウ
シガエル、ミシシッピアカミミガ
メが主な住民です。彼らがど
のような経緯で住み着くよう
になったか定かではありませ
んが･･･。
昨年の夏にはカルガモ親

子がひと夏を過ごしたりもしま

した。思わぬ珍客でライオン
の「ルナ」が身を乗り出し
て興味津々にカルガモ親
子を見ていたのが思い出
されます。

住民と呼べるかどうかは
ちょっと微妙ですが、カワセ
ミの夫婦もこのモートを生
活の場所にしているようで

す。鋭い（？）ダイビングを披露してザリガニ
を捕まえたり、壁面の排水溝を利用して営
巣もしたりしているようです。充分な食べ物
と安全な巣、おまけに外敵はライオンがいる
ため近づいてこない･･･。大都会（!?）の名
古屋市で生きるカワセミにとってライオン舎
のモートは安心して生活できる数少ない場
所かもしれません。
小さくて警戒心の強い野鳥なので姿を

見つけても騒がず静かに見守ってあげてく
ださいね。

世界のメダカ館にはニホンメダカの仲間
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【動物取扱業登録】
名称：名古屋市、事業所の名称：名古屋市東山総合公園、事業所の所在地：名古屋市千種区東山元町3-70、動物取扱業の種別：展示、登録番号：第0701027号、登録年月日：平成19年6月1日、登録の有効
期間の末日：平成34年5月31日、動物取扱責任者：黒邉　雅実

　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

リュウゼツラン ハシラサボテン類

ベンケイチュウ
アナナス類

▲（写真４） フンボルトペンギン（メス）の染色体

▲（写真３） 腹腔鏡検査

▲（写真２）
アメリカビーバー（オス）の
X線像（矢印：陰茎骨）

▲（写真１） コツメカワウソの外部生殖器

植物園では、数々のイベント等を通じ、世界の多様な植物の紹介展示してまいりました。今年は、８０周年でもあ

り一層自然に親しみ、楽しんでいただけるよう工夫しているところです。また、名古屋市とメキシコシティとの姉妹友

好都市提携４０周年となり、中南米の植物について紹介しています。メキシコ地震では大きな被害となっていると

聞いております。心よりお見舞い申し上げます。

８０周年記念に再導入いたしました、世界最大のサボテンであるベンケイチュウも西部劇などでお馴染みのとお

りで、メキシコを含むアメリカ大陸中部の乾燥地域に見られる植物です。サボテンの仲間は、非常にたくさんの種類

があり、乾燥地に適応した面白い姿や形が見られ、多くは美しい花も見られます。さらに名前（日本名）も面白く楽し

めます。リュウゼツランの仲間もまた、同様にアメリカ大陸の乾燥地原産です。別名センチュリープラントともいい、

多肉質の葉がたくさん集まって地面の際から広がっています。花は１０～２０年で花茎をのばし多数の淡黄花をつ

け、その後結実するとその株は枯れることが知られています。人の生活に役立つ植物であり食料、酒、衣料、紙など

に使われています。

高地の植物としては、熱帯雲霧林にある高木に着生するものが多くみられます。アナナス類（パイナップルの仲

間）、ランの仲間やエアプランツなど空中の水分を吸収する仕組みを持ち、葉・苞や花が鮮やかで、生息環境に見

事に適応しています。

植物園では展示をしていませんが、身近にある植物のジャガイモ、サツマイモ、トマト、トウモロコシ、カボチャ、トウ

ガラシ、タバコなど重要な食糧などとして世界中を制覇したものが実は中南米の植物であることは、意外と知られて

いません。

このように、中南米の植物の恩恵を、世界中の人々が生活に欠かせないものとして享受しています。植物の変

化に富む多様性を植物園で是非ご覧ください。

（植物園長　藤井　辰則）

飼育動物の健康を維持することは、言うまでもなく動物園
職員として最も大切なことです。合わせて安全な飼育管理、
また種の保存のために雌雄を確認して適したペアを形成す
ることは、限られた空間である飼育下ゆえに動物自身ではど
うにもならないことなので責任重大です。今回は当園での雌
雄判定にまつわるお話です。

判定方法は動物種に適した方法を選択します。雌雄の
違いは当然に外貌（形状・大きさ・色など）で判定できる場合
があります。ただこれは未成熟期には性差が明瞭でなく、ま
た成熟個体でも種によっては外貌での判定が困難な場合
があります。一例ですが過去にカルガモやフラミンゴなどで
嘴などの外部測定で雌雄の判定を試みた時代もあります
が、その個体の成長具合によってはその有意性が認められ
なく不安定な判定でもありました。個体の外部生殖器の位
置や形状の違いでの判定は目視できるので結果は明確

（一例ではコクチョウの総排泄腔を反転させて交尾器の確
認など）と言えそうですが、外部生殖器の位置や形状は種に
よって異なることが多く、その微妙な違いから判定を誤ること
が少ないながらあります。過去の国内の動物ニュースで、あ

る種で数年間飼育し
ていた個体で「実はメ
スだった」ということが
ありました。ゆえに外
部生殖器の観察も常
に慎重を要します。そ
のため、時にはその種
の過去の判定時の写

真を手元において確認しながら判定します（写真１）。また、
外部生殖器だけでは判断が困難な場合もあり、例えばアメ
リカビーバーなどの陰茎骨を
有する種はその有無をX線
検査で確認します（写真２）。

腹腔鏡という医療機器を
利用した判定方法もありま
す。主に鳥類で外貌では判

定のできない種を対象にします
が、吸入麻酔下で腹腔にある精
巣または卵巣を観察します（写真
３）。これらの生殖器を確認できれ
ばまさに明解なのですが、未成熟
個体では確認が難しく、また繁殖
期には生殖器周囲に血管が発達
して、その損傷による出血や麻酔
の事故が懸念されました。

次には、その不安を解消するために染色体検査による判
定を開始しました。これは動物を捕獲-保定して末梢血を採

取して、白血球（リンパ
球）を培養-染色体標
本作製-顕微鏡下で
性染色体の観察によ
り判定するものです

（写真４）。一定の手技を取得すれば、動物病院内に通常に
ある機器を利用して、培養時間を含め３日間ほどの時間を要
しますが、検査個体の成長時期を考慮する必要がなく、幼
齢期でも採血さえできれば判定は可能です。しかしながら、
検査材料入手時の捕獲-保定-採血の個体へのストレスに
よるショック事故を招く危険はありました。

近年では、これらの事故を避けるために動物への負担を
軽減して、体毛・羽・少量の皮膚などを入手できれば判定が
可能になりました。これは遺伝子検査と呼ばれる手法です。
動物の遺伝情報はゲノムと言われる遺伝情報全体を表す

“設計図”の中に暗号化されて収められており、その暗号の
中に存在する性別を決定している部分を抜き出して判定し
ます。遺伝子はそのままでは目視できないので特殊な装置を
要するために、現時点では大学などの研究機関に委ねてい
ます。

動物の雌雄判定は日常的な業務ですが、動物への負担
軽減と確かな判定のために、いつの時代も日々勉強と努力
です。　　　　　　　　　

（指導衛生係　中村　彰）

中南米の植物変わらぬ課題…
～飼育動物の雌雄判定～
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ンシャチ（金鯱）は代表的な玉サ
ボテンの１種で、東山動植物園で

は中南米産植物温室にて展示していま
す。球形の姿に規則正しくトゲが並び、
大きく生長するにつれ頭頂部には花座と
呼ばれる白い綿状の部分が現れます。
20年以上の株は花座に黄色の花を咲かせるようになり、
花は規則正しく冠の様に花座の中に咲きます。
日本では比較的よく見られるサボテンで、大きな株は各
地の植物園などで展示され、小さな株は安価で園芸店で
手に入れられます。しかしながら、自生地ではほとんど見られなくなった植物です。鑑賞価値の高さから乱獲が繰り返され、ま
た群生地がダム建設により湖底に沈み大幅に数を減らしました。2016年のレッドリストでは絶滅危惧ⅠB類（EN）とランク付
けされています。またワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）ではキンシャチを含む
ほとんどのサボテン科植物が国際取引の禁止や制限を受けています。

ボテン等の多肉植物は育てやすく見た目もかわいいので、人気で身近な植物となりました。しかし、キンシャチの様に
自生地で絶滅危惧とされているものが多数あります。そのような危機的状況を知ったうえで、一つの命として大切に

育てていくことが絶滅危惧へのより深い理解に繋がるのではないかと思います。

（植物園　髙木　彬）

みなさんは、ナイトモミジのベストスポット
があるのを知っていましたか？

その場所とは、合掌の家の前にある奥
池!!

一里塚と言う塚の跡の横から池に映
る、「逆さモミジ」が毎年お客さんに大好評
です♪

ですが・・・
その逆さモミジも毎年スイレンが元気に

増えすぎてしまい、池を覆って逆さモミジを
隠してしまうのです。

そうならないために、そのスイレンをナイト
モミジ前に我 が々取り除きました。

その工程とは・・・
１、まずは胴長靴、長手袋を着用して池に

入ります。
２、足で根をほぐしつつ、

手で抜き取り
３、フネ（※）と言う入れ

物を船代わりに、取り
除いたスイレンを池の
外に運び･･･

４、トラックに乗せて運び
だし

５、１～４を繰り返し～
綺麗に見えるようにした「逆さモミジ」をみ

なさんが楽しんで頂けていたなら幸いです。
※フネとは、砂とかセメントを混ぜたりするプラスチック

製の入れ物の事です。

知り合いの写真を撮られた方から聞いた
話ですが、天候やタイミングが合わなくて綺
麗な写真が撮れず、何度も足を運んでいた
だいたそうでご足労ありがとうございました。

見る人を魅了する美しいオレンジ色は
熱帯植物ならではの蛍光的なオレンジ色
で「世界の熱帯花木の中で一番美しい」
とも言われます。

ニューギニア原産のマメ科、つる性植
物です。生育が比較的早い割にデリケー
トで、突然枯れ込むこともあり、栽培にはか
なり気を使います。

毎年のことですが、つぼみが大きく膨ら
んで開花が近づくと、今年もよかったと肩
の荷が下ります。

本当に美しい花なので是非本物の美
しさを堪能してください。開花は１１月上旬
から１２月上旬頃までを予定しています。

ムクナ・ベネッティー（Mucuna bennetti 
F. Muell.）は東山植物園の温室を代表す
る種類の一つです。現在は各地の植物園
温室に栽培されていますが、国内で初めて
咲いたのが東山植物園でした。

キ

サ
緑地造園係
後藤　智紘

指導園芸係
市野　実

キンシャチ

EN
2016 IUCN
レッドリスト

ナイトモミジ前に・・・

美しさは世界一

レッドリストとは、IUCN(国際自然保護連合)が刊行している、世界で
絶滅の恐れがある野生生物種のリスト。2016年9月時点で11,577種
が絶滅の恐れがある植物種(維管束植物)として掲載されています。

ぜつめつ おそ

けいさいいかんそく

絶　　　　 滅 （EX/EXTINCT） 絶滅が確認された
野 生 絶 滅 （EW/EXTINCT IN THE WILD） 野生では絶滅した
絶滅危惧IA類 （CR/CRITICALLY ENDANGERD） 絶滅寸前の状態にある
絶滅危惧IB類 （EN/ENDANGERD） 絶滅する恐れが非常に高い
絶滅危惧Ⅱ類 （VU/VULNERABLE） 絶滅の恐れが高い

キンシャチ
分　類：サボテン科　タマサボテン属

学　名：Echinocactus grusonii  Hildm

分　布：メキシコ
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科学のプロセスを
みんなで楽しく勉強
できました！

それぞれのグループが、それぞれの方法で実験を行ったあと、解ったことをみんなに伝えるため、大きな紙にまとめ
てグループごとに発表し合いました。

今年も夏休みに、小学３～６年生の親子を対象とした「キッズボタニカル・ラボ」を開催いたしました。名古屋大学
の研究者やスタッフと一緒に、植物を使った実験を通して科学的な手順も体験することができるイベント（「あいちサ
イエンスフェスティバル」参加イベント）です。

参加してくれた小学生は５つのグループに別れ、試験管に入れたオオカナダモ（水草）に光を当て発生する泡の
量で光合成量を計測する実験をしました。
単に光合成の現象を確認するだけではなく、温度、光の強さ、光の色、二酸化炭素の量など条件を変えながら、ど

の要因が光合成量にどのような影響を与えるのか、参加したみんなで仮説を立てて、その仮説を検証するための実
験方法を講師の先生たちと一緒に考え実践してみました。

きゅうれき

へんさん よ

ちょうじゅきく がしょうらん

が いろどり

そ

おとず

◆開花時期は昨年の開花状況を基準に掲載しています。気候によりずれることがあります。

えいきょう

じっせん

キンポウゲ科フクジュソウ属の多年草です。

旧暦の元日の頃に咲く黄金色の花は、お正月

の祝いの花として知られています。そのため「元日

草」、「長寿菊」、「賀正蘭」など数多くの別名を

持ちます。開花は２月～３月、早春に咲くおめでた

い花として人気があります。

フクジュソウ
【也有園（武家屋敷門付近）】

キンポウゲ科ヘレボルス属の多年草です。

最近は交配種（ガーデン・ハイブリッド）の多様

化により「花色」・「咲き方」・「模様」などの品種

改良が行われた結果、多くの園芸品種が誕生し

ています。開花は１月～３月、冬枯れの庭に彩を

添えています。

クリスマスローズ
【しゃくなげの森（園路沿い）】

の冬
木っとZOOM

ズーボも来てくれて
みんなで、記念撮影！

さつえい

伝え方も
工夫しなくちゃ！

先生教えて！

バラ科サクラ属の落葉高木です。

中国原産の花木で７世紀から８世紀にかけて

編纂された『万葉集』にも歌が詠まれていること

から、昔から日本人に愛されていたようです。特に

観賞用の「花ウメ」は多くの種類があります。開

花期は１月下旬から３月、冬から早春に咲く花は、

春の訪れを感じさせてくれます。

ウメ
【梅林・野原ビオトープ】

平成29年8月19日（土）

かいさい
「キッズボタニカル・ラボ」
　　　　　　　開催しました！

色を変えると
どう影響するの？

チカラを合わせて、
さあ発表だね！
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 正解は
②

マーチン
でした。

A

① マーくん
② マーチン
③ マーネ

動物園サポーターさんから寄付していただいた
マレーグマの登り木に毎日のように登っているのは誰でしょう？

Q

号のクイズの答え42ひがしやま

東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊

●コアラソフト ￥350 ●コアラカレー￥750

楽しい思い出を作ろう！楽しい思い出を作ろう！

北園広場北園広場 どうぶつ体感コーナーどうぶつ体感コーナー

遊園地遊園地

￥950

●メッチャラブ
　ユキヒョウ&トラS

ジャンプくらべ
カエルやイタチ、
ライオンのジャンプ力

手形くらべ
ゴリラやチンパンジーの
実物大の手形

大きさくらべ
キリンの赤ちゃんの
実物大パネル ￥1,620

●ユキヒョウ
　ぬいぐるみ

￥860

●ユキヒョウ
　トートバッグＳ

￥1,940

●ユキヒョウＴシャツ
　大人サイズ

フライングイーグルフライングイーグル 運行中！！運行中！！新機種

古紙パルプを含む再生紙を使用しています
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協　力／名古屋市東山総合公園
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裏表紙／ソシンロウバイ　Chimonanthus praecox (L.) Link fo. concolor (Makino) Makino

寒い季節、まだまだ春は遠いかな、と思うのですが、健気に少しうつむき加減に黄色の花を咲かせてくれるのがソシンロウバイです。ロウバイは花の内側の花被片が暗紫色ですが、ソシン
ロウバイは黄色です。葉が出る前に香りのよい花が咲きます。ロウバイ科。 （文／大橋　淳子）
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