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今年３月、ケニアでシロサイの一亜種であるキタシロサイの最後のオスが死に、この種の野生での絶滅が決定的に

なりました。残った２頭のメスだけでは繁殖できないからです。そこで凍結保存したオスの精子を使い、体外受精により

子孫を残そうというプロジェクトが進行しているとのことです。成功させて欲しいですね。また日本においても、オオカミの

一亜種であるニホンオオカミは、19世紀までは東北地方から九州まで各地に分布していましたが、明治時代に奈良県

で捕獲された若いオスを最後に、今日まで確実な生息情報がなく、絶滅したと考えられています。今回のエッセイのお

題は「絶滅危惧種」です。

現在、東山動物園には約500種もの貴重な野生動物を飼育展示していますが、そのうち絶滅の恐れのある「絶滅

危惧種」の数は国内で一番多いと言われています。こうした希少な野生動物は、野生からの動物園への導入が難しく

なっていることから、動物園間で協力して、計画的に繁殖させて、維持することが最優先の課題になっています。それが

動物園の社会的な役割の一つで、「種の保存」と呼ばれるものです。

東山動植物園においても、様々な絶滅危惧種の繁殖に取り組んでいます。そのひとつにツシマヤマネコがありま

す。ツシマヤマネコは長崎県の対馬（つしま）だけに生息する野生のネコです。生息環境の悪化や交通事故などで生

息数が減少している状況から、絶滅の危険度の最高ランクである「絶滅危惧種ⅠＡ」（ＣＲ）に指定されています。ツシマ

ヤマネコが将来も自然の状態で安定的に生息できるよう、東山を含む全国の動物園（9施設）が、環境省の保護増殖

事業に参加しています。

ツシマヤマネコ舎は、植物園にほど近い“子ども動物園”に隣接する日本ゾーンにあります。施設には、対馬で有名な

石垣を外観に再現するなど、生息地を感じさせる工夫も随所にこらされていますので、ぜひお立ち寄りください。ちなみ

に島民の方でも本物のツシマヤマネコにはなかなか会えないそうです。

（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。
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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

表紙／ケイマンイワイグアナ 

　カリブ海に位置するケイマン諸島のリトルケイマン島とケイマンブラック島にのみ生息するイグアナの仲間です。現地では厳重に保護されていることから、滅多に動物園ではお目
にかかれない貴重なイグアナです。東山動植物園ではオス１頭とメス２頭を飼育していますが、普段はオスのみを展示しています。しかし、繁殖期の2～3月には自然動物館の爬虫類
コーナーの展示室でオスとメスが同居する姿を見ることが出来ます。 （撮影／小林　隆志 ・ 文／藤谷　武史）

名古屋市とメキシコ市の姉妹都市提携40周年にあたり、平成30年
3月30日にメキシコ市公式代表団を東山動植物園にお招きして、動物
交流式典を開催しました。
今回の動物交流では、東山動植物園からメキシコ市のチャプルテ

ペック動物園にマレーグマとアメリカビーバーを贈り、チャプルテペック
動物園から東山動植物園にはメキシコウサギとボブキャットが贈られる
ことになりました。
交換する動物はどれも貴重なものですが、なかでもメキシコウサギは
IUCNのレッドリストで絶滅危惧IA類（CR）に指定されており、生息域
の減少により野生下では絶滅寸前の危険にさらされています。
メキシコウサギは現在も飼育展示していますが、血縁関係の無い個
体を導入して新たな繁殖をめざすことで、遺伝的多様性を保ち、希少
な命を未来につなげていきたいと考えています。

（飼育第一係　江口　雄作）
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双子の誕生

はじめに　　　　　
平成29年10月21日に東山動植物園は、6年ぶりとなるチンパンジーの繁殖を
経験しました。しかも、チンパンジーでは国内9例目となる双子の赤ちゃんでした。
そこで、今回はこの双子のチンパンジーについてレポートします。

東山動物園のチンパンジー達について
当園のチンパンジーは、リーダーのリュウを中心にオス3頭（チャーリー、リュウ、リキ）、メス4頭（ローリー、ユリ、ア

キコ、カズミ）、赤ちゃん2頭の計9頭による複雄複雌群を形成しています。チャーリー、リキはそれぞれリュウの父、
息子にあたり、このような3世代のオスを含んだチンパンジーの群れを展示している動物園は国内では東山動植
物園だけです。

妊娠中のカズミ
双子が生まれた後、来園者から「双子と分かっていたの？」と聞かれること

がありました。答えは「分からなかった」です。人間と違い、胎児の様子を知る
ためには麻酔の使用が不可欠であるため、カズミの負担を考えて検査は行
いませんでした。ただ、おなかの大きくなり具合が前回よりも早いように思えた
ので、周囲には「もしかしたら双子かもよ」とは話していました。
妊娠の判明以降、私たち飼育担当者は、カズミに栄養をしっかりと摂らせるために、給餌量が他のチンパンジー

の1.5～2倍となるように心がけました。しかし、露骨に増量すると、それに気づいたチンパンジーから嫉妬されてしま
います。そこで、カズミだけ特別に給餌回数を増やすことはせず、例えば他の個体にりんごを半個手渡しで与えたと
きは、カズミには1個渡すなど、1回あたりの給餌量をこっそりと増やしました。

双子の赤ちゃん誕生
出産当日が公休日であった私は、「カズミ出産」の連絡を受けて、動物園

に駆け付けました。予定日の11月5日よりも2週間ほど早い出産でしたが、双
子の赤ちゃんをしっかりと抱いているカズミの前回の出産時と変わらぬ落ち
つきぶりを見た私は「よし！大丈夫」と思いました。カズミ以外のチンパンジー
達も1頭を除き、平静を保っていました。落ち着かないのは双子の兄であるリ
キだけでした。彼はチンパンジーの赤ちゃんを見るのが初めてでしたし、今まで
独り占めしていたお母さんが構ってくれないことに多少のジェラシーを感じていたのか、麻袋を振り回してカズミに
叱られるという場面もありました。

双子の識別
今回の繁殖では、カズミの妊娠判明以降一緒に観察してきた京都大学高等研究院の先生から、飼育担当者

が確認できない時の赤ちゃんの様子に加え、他園のチンパンジーの双子出産事例についても聞くことができまし
た。おかげで双子がともにお乳を吸えているかどうかの確認を前回のリキの時と同じ3日齢でできました。また、同じ
日に、仰向けになったカズミの腹上にいる双子のおしりが揃ってこちらを向いた瞬間を捉え、性別（ともにメス）を確
定できました。これは、個体識別がしづらいことを意味しましたが、先生と双子をじっくりと観察することで、「顔の色
が違うね」、「耳の色がこちらは黒いよ」、「髪型に違いがあるなあ」などの相違点が見つかり、2頭の個体識別も生
後13日目までには可能となりました。この頃に『アカ子』と『クロ子』と仮りの名前を付けました。
今回の繁殖で一番気を遣ったのは、双子ということでしっかりと個体を識別して日々の授乳の状況を確認する

ことでした。ただでさえ、2頭の赤ちゃんをしっかりと区別しなければならなかったのに加え、カズミが見やすい場所に
はなかなかやって来ず、良い位置に来てくれた時は往々にして赤ちゃんを見にやってきた他のチンパンジーが間に
立ちはだかる形となり、その確認は思った以上に大変でした。

双子の成長
出産翌日からは、赤ちゃんの生存確認をするのが朝一番の日
課となりましたが、そんな緊張も生後1週間ほどでなくなり、一言で
いえば順調に成長してくれました。リキは2日齢で早くも一般公開
となりましたが、今回は成育率の高くない双子であったことから、
しっかりと経過観察を行い、生後2週間以上経った11月7日に初
公開としました。
双子で妊娠期間が短かったせいか、門歯の萌出はアカ子が
107日齢、クロ子が108日齢とリキに比べて45日ほど遅く、固形物を口にしたのもアカ子が116日齢、クロ子が
114日齢と35日ほど遅れましたが、67日齢でクロ子が一時下痢をした以外は、2頭ともすこぶる順調に成育しまし
た。下痢をしていた時でもクロ子は元気にアカ子と乳首の取り合いをしていたくらいですから、カズミも2頭の元気
な赤ちゃんには正直、迷惑そうな顔をしたこともあったのではないでしょうか。

徐々に広がる世界
生後半年となった頃から、2頭の行動範囲も広がり、他個体と

の接触も多くなってきました。兄のリキは赤ちゃんを抱いて得意げ
な顔をして連れまわしています。他の大人たちも赤ちゃんに挨拶し
たり、あやしたりすることが多く見られるようになってきています。
3月25日には命名式が開催され、双子の正式な名前がそれぞ

れカラン（アカ子）とコエ（クロ子）に決定しました。今後、彼女達が
どのような経験をするかは分かりませんが、名前の由来でもあるカ
ランコエ（アフリカ原産の植物で、葉に芽をたくさんつけることから子宝草【Kalanchoe】の別名がある）にあやかり、
多くの命を次世代に繋げられるように双子の成長を見守っていきたいと思います。

（飼育第二係1班　近藤　裕治）
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双子の誕生

はじめに　　　　　
平成29年10月21日に東山動植物園は、6年ぶりとなるチンパンジーの繁殖を
経験しました。しかも、チンパンジーでは国内9例目となる双子の赤ちゃんでした。
そこで、今回はこの双子のチンパンジーについてレポートします。

東山動物園のチンパンジー達について
当園のチンパンジーは、リーダーのリュウを中心にオス3頭（チャーリー、リュウ、リキ）、メス4頭（ローリー、ユリ、ア
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双子で妊娠期間が短かったせいか、門歯の萌出はアカ子が
107日齢、クロ子が108日齢とリキに比べて45日ほど遅く、固形物を口にしたのもアカ子が116日齢、クロ子が
114日齢と35日ほど遅れましたが、67日齢でクロ子が一時下痢をした以外は、2頭ともすこぶる順調に成育しまし
た。下痢をしていた時でもクロ子は元気にアカ子と乳首の取り合いをしていたくらいですから、カズミも2頭の元気
な赤ちゃんには正直、迷惑そうな顔をしたこともあったのではないでしょうか。

徐々に広がる世界
生後半年となった頃から、2頭の行動範囲も広がり、他個体と

の接触も多くなってきました。兄のリキは赤ちゃんを抱いて得意げ
な顔をして連れまわしています。他の大人たちも赤ちゃんに挨拶し
たり、あやしたりすることが多く見られるようになってきています。
3月25日には命名式が開催され、双子の正式な名前がそれぞ

れカラン（アカ子）とコエ（クロ子）に決定しました。今後、彼女達が
どのような経験をするかは分かりませんが、名前の由来でもあるカ
ランコエ（アフリカ原産の植物で、葉に芽をたくさんつけることから子宝草【Kalanchoe】の別名がある）にあやかり、
多くの命を次世代に繋げられるように双子の成長を見守っていきたいと思います。

（飼育第二係1班　近藤　裕治）

妊娠中のカズミ

はじめに

東山動植物園のチンパンジー達について

双子の識別

双子の赤ちゃん誕生

66 双子の成長

77 徐々に広がる世界

双子は大変

大きなお腹でした。

コエカラン

カズミお疲れ様♥

優しくね

と きゅうじりょう

しか

たいじ

ふたん

たんとうしゃ

しっと

れんらく

ふ

はんしょく

ふくゆうふくし

てんじふく

にんしんちゅう

ふたご たんじょう

じょじょ

ちが

ますい

いこう

ろこつ

わたし

か

だ

のぞ

じ あさぶくろ

かみがた そういてん

あおむ

ちち

ころ

つか

ほうしゅつ

おそ

げり

やさ

ちくび

めいわく

こうどうはんい

せっしょく

あいさつ

かいさい

つな

そろ

す

じゅにゅう

しゅんかん とら

にちれい

じょうきょう かくにん



デジタル表示

体重計とゾウ

卵カメラマクロ写真 卵顕微鏡写真

4月15日（日）に
名古屋千種ライオ
ンズクラブ・ボーイ
スカウトによるユー
カリ植栽体験会が
行われました。前日
の悪天候で開催に
不安がありました
が、当日は雨もあがり６０名ほどの参加者に
集まっていただき無事開催することができ

ました。子供たちは、植栽
の仕方を真剣に聞き、硬
い土を元気に掘りユーカ
リの植え付けを行ってく
れました。
作業も順調に進み、

支柱で苗を固定する作業を行っていたと
ころ、子供たちが自分でやってみたいと

言ってくれたので、一緒にこの作業も手
伝ってもらうことにしました。風で苗が倒れ
ないように、根が切れないようにする大切な
作業です。
子供たちからは「このにおいはなに？」「コ

アラはユーカリ以外食べないの？」などの質
問をうけたので興味を持ってくれていると思
いました。毎年恒例となっており、この体験
会をきっかけに子供たちが動物や植物に
関しての興味をより多く持ってくれると良い
と思いました。

鳥インフルエンザ対策としてエミュー舎に
防鳥ネットを張る工事が４月２４日に終わり
ました。工事中の約２か月の間、エミューを
建物の中に入れておく必要があり、遠目で
しかお見せすることができず、みなさまには
ご迷惑をおかけしました。
ヒクイドリ科のエミューは絶滅危惧種で
はないですが、科名になっているヒクイドリ
は生息域の減少や乱獲などにより命が脅
かされ、絶滅危惧種になっています。

鳥インフルエンザ対応やそれに関連
する工事などの影響で、エミューたちに
落ち着けない時を過ごさせざるを得な
いこともありましたが、感染症やストレス
で動物たちの貴い命が脅かされること
がないよう、これからは落ち着いて過ご
してくれると良いなと思います。

朝からとても大きな声できもち良～く鳴い
ている声が聞こえます。
声の正体は？ゴリラ舎正面の階段下に

いるフクロテナガザルのケイジ君（オス）と
マツさん（メス）です。野生下では縄張りの
確認や夫婦の絆を確かめ合うために雌雄
で鳴き交わしをします。
動物園で暮らすケイジ君、マツさんの場
合はというと…。縄張り？ほかにフクロテナ
ガザルはいないからそもそもアピール対象

がいません。夫婦の絆？それもあるかもしれ
ないけれど、休園日は鳴きません。

そこで出した答え
（仮説）が、『お客さん
が大好きでたくさん来
てくれたら嬉しくて鳴
く!!!』でした。とても元
気で動きも速い2頭
を見るなら今！！

住宅街に突然表れて世間を騒がすこと
もあるニッポンツキノワグマ。かつては本州、
四国、九州と広く生息していたのですが、
生息環境の変化により、九州においては

すでに絶滅し、四国に生息する個
体群は環境省のレッドリストで「絶
滅のおそれのある地域個体群」に
指定されています。
今回は東山動植物園で飼育し

ているとても食いしん坊なニッポン
ツキノワグマの『ルイ』（メス6歳）の
紹介をしたいと思います。
この頃は少し多めに餌を与えて

もまだ足りなさそうな顔をしてこちら

を眺めてくるルイ。室内で作業をしていると
きは、担当の私が顔を覗かせる仕草をする
と飛んできて、入口の格子をガタガタさせて
エサを催促してきます。（どれだけ食べれば
気が済むの？）
春先で温かくなって食欲旺盛になるのは

わかるのですが、太らせないようにこちらが
気を付けていることにはお構いなしです。
太ったらどうするの？ダイエットをしてくれま

すか？この状態がいつまで続くのか少し心
配です…。

皆さんは小さい頃になりたかった職業を
覚えていますか？
私の場合は動物園の飼育係になりた

い。それが今、叶ってここにいるわけです
が、40歳を過ぎてはや何年、毎日のように
顕微鏡を覗く日々が来ようとは思いもしな
かったあの頃…。
そんな私の現在の担当動物はメダカと
その仲間たち。メダカ自体が小さいものな
ので、その卵はもっと小さいわけです。アフ

リカのサバンナに生息する絶滅危惧種の
ノトブランキウス・コータウザエが産む休眠
卵は、ニホンメダカの卵よりも小ぶりです。
外が乾燥した状態でも、水分がなるべく蒸
発しないよう、より小さくなったのでしょうね。
この休眠卵に汚れが付着しているだけ
なのか、中で発生しているのかが、分かりづ
らくなってきた40歳代。そこで顕微鏡です。

デジカメのマク
ロでぐっと寄っ
ても中の様子
までは分かりま
せんが（新聞の
文字で卵の大

きさをお察し下さい）、顕微鏡ならはっきり発
眼が見えます。これで休眠卵を水に漬ける
タイミングも推し量れます。今や必須アイテ
ムなのです。

毎年の健康診断で体重計に乗ること
が恐ろしい方もいらっしゃると思いますが、
体重の増減は体調を管理する上で重要
な要素です。動物も同様で、定期的な体
重測定が健康に飼育するための重要な
データとなります。
ゾージアムには絶滅危惧種であるアジ
アゾウの体重を計るため、巨大な体重計
が2台設置されています。体重計は小運
動場とオス運動場にあり、小運動場の体

重計は観覧通路にデジタルで表示されて
おり、ゾウが乗ればリアルタイムでその体
重を知ることができます。ゾウがちょこんと
肢を乗せただけで体重計は数百キロから
数千キロの値を示しますので、この数値か
ら考えても、ゾウに踏まれたらひとたまりも
ありませんね。

ゾウの体重を量りたくても、自由に動き
回るゾウが体重計の上で静止してくれると
は限りません。私たちは日頃からゾウが体
重計の上で静止するようにトレーニングし
ています。
月に一度、全4頭の体重測定を行い、

その結果をゾージアム一階
奥の｢飼育員のつぶやき
コーナー｣に掲示しています
ので是非ご覧ください。

飼育第二係２班
水谷　満

飼育第二係３班
加賀谷　優子

飼育第一係２班
木村　勝

飼育第一係１班
玉村　友朗

飼育第一係３班
辻　信義

飼育第一係４班
氏家　雅人

なぜ鳴くの～？腹ペコ熊のルイ

エミュー舎
リニューアル

ちいさな世界ゾージアムの
体重計

ライオンズクラブ・
ボーイスカウトによる
植栽体験会
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デジタル表示

体重計とゾウ

卵カメラマクロ写真 卵顕微鏡写真

4月15日（日）に
名古屋千種ライオ
ンズクラブ・ボーイ
スカウトによるユー
カリ植栽体験会が
行われました。前日
の悪天候で開催に
不安がありました
が、当日は雨もあがり６０名ほどの参加者に
集まっていただき無事開催することができ

ました。子供たちは、植栽
の仕方を真剣に聞き、硬
い土を元気に掘りユーカ
リの植え付けを行ってく
れました。
作業も順調に進み、

支柱で苗を固定する作業を行っていたと
ころ、子供たちが自分でやってみたいと

言ってくれたので、一緒にこの作業も手
伝ってもらうことにしました。風で苗が倒れ
ないように、根が切れないようにする大切な
作業です。
子供たちからは「このにおいはなに？」「コ

アラはユーカリ以外食べないの？」などの質
問をうけたので興味を持ってくれていると思
いました。毎年恒例となっており、この体験
会をきっかけに子供たちが動物や植物に
関しての興味をより多く持ってくれると良い
と思いました。

鳥インフルエンザ対策としてエミュー舎に
防鳥ネットを張る工事が４月２４日に終わり
ました。工事中の約２か月の間、エミューを
建物の中に入れておく必要があり、遠目で
しかお見せすることができず、みなさまには
ご迷惑をおかけしました。
ヒクイドリ科のエミューは絶滅危惧種で
はないですが、科名になっているヒクイドリ
は生息域の減少や乱獲などにより命が脅
かされ、絶滅危惧種になっています。

鳥インフルエンザ対応やそれに関連
する工事などの影響で、エミューたちに
落ち着けない時を過ごさせざるを得な
いこともありましたが、感染症やストレス
で動物たちの貴い命が脅かされること
がないよう、これからは落ち着いて過ご
してくれると良いなと思います。

朝からとても大きな声できもち良～く鳴い
ている声が聞こえます。
声の正体は？ゴリラ舎正面の階段下に

いるフクロテナガザルのケイジ君（オス）と
マツさん（メス）です。野生下では縄張りの
確認や夫婦の絆を確かめ合うために雌雄
で鳴き交わしをします。
動物園で暮らすケイジ君、マツさんの場
合はというと…。縄張り？ほかにフクロテナ
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　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植

平成30年3月まで、天白区にある農業センターで、牛や鶏、畑の野菜に囲まれて仕事を行ってまいりましたが、4月

から東山動植物園でお世話になることになりました。食べられる動植物の担当から、食べられない動植物の担当へ

と職場が変わりましたので、早く慣れたいと思っています。

植物園長は、昭和12年の開園時、也有園ゆかりの横井時綱園長に始まり、現在で18代目です。私は昭和58

年度に名古屋市へ採用され、名古屋城が最初の職場でした。当時、東山植物園には坂梨一郎園長がお見えに

なりましたが、カリスマ的な存在で、その頃、直接お話ししたことはありませんでした。平成12年度に初めて植物園

の指導園芸係長として仕事をすることとなり、坂梨園長はその時すでに退職され、お洒落園芸プロデューサーと称

し活躍しておられましたが、豊橋総合動植物公園や碧南のあおいパーク、愛知万博のオーストラリア館などへ誘っ

ていただき、植物の楽しみ方や展示の心構えなど、貴重なお話しをお聞きすることができました。また、当時、岡島徳岳

園長が私の上司で、楽しく学ぶ「植物楽」を提唱され、岡島園長からは、植物について気楽に学ぶ姿勢をご教示い

ただきました。

今回、エッセイのお題は、「絶滅危惧種」です。都市化の進展により、山林やため池、湿地などが失われていくこ

とで、湿地性の植物が生育できる環境も無くなりました。植物園では東海地方固有の植物であるマメナシ、シデコ

ブシ、ヒトツバタゴ、シラタマホシクサなどの絶滅危惧種を含め、約7,000点の貴重な植物を保有・展示しています。

私は「農学職」という技術職で、農家の支援や市民へ農業体験を普及する仕事が専門です。植物園長は、これ

まで「造園職」や「農学職」の技術職が園長を務めてきました。前任、前々任の園長は造園職、その前の園長は

「農学職」が2代続いています。

ため池や湿地の減少と同様に、都市化による農地面積減少の影響で、昭和60年度を最後に「農学職」の

採用は行われなくなりました。現在、名古屋市に在職する農学職は、再任用職員を含めてもわずか3名となり、

絶滅寸前の職種となってしまいましたが、歴代の植物園長の思いを引き継ぎ、皆さんに楽しんでいただける植物

園となるよう、励んでまいります。

（植物園長　谷口　茂弘）

アフリカの森エリアの新ゴリラ・チンパンジー舎の整備がようやく完了しました。
平成２７年から約３年かけて整備を行ってきた大きな施設なので、観覧を楽しみに
待っていらっしゃるかたも多いと思います。

とはいえ、動物たちのお引っ越しなどの準備がありますので、皆さんにお見せできるのはもう少し先
の話。そこで今回は、アフリカの森にどのような仕掛けがあるのかちょっとだけご紹介します。

一部ではありますが、簡単に紹介させていただきました。アフリカの森にはまだまだ多くの仕掛けや
工夫がありますので、次はみなさんの目で直接ご覧いただきたいと思います。オープンは９月を予定
しています。お楽しみに。

（再生整備係　戸子台　和浩）　

新しい施設
では、ゴリラ
の運動場にも
タワーを建て
ました。今ま

での運動場にはタワーは無かったの
で、新しい動きを見せてくれるはず。
高さは日本一です。
チンパンジータワーは今までより

も更に高くなります。ただ高いだけで
なく、より長く、より複雑な造りになっ
ています。

ゴリラもチンパン
ジーも野生では群れ
で暮らす動物です。
そこで、群れで快適
な生活を送ってもらえるように、非常に大きな屋内展示室を作りました。
その広さはゴリラ・チンパンジーともに日本一です。

また、野生の生息環境などを
紹介する学習コーナーも整備し
てあります。動物たちを見て、
知って、学ぶことで、人と動物と環
境との関係を考えるきっかけにし
ていただきたいと思っています。

新ゴリラ・チンパンジー舎
アフリカの森エリア

【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
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ノコユリは山地の崖などに生える多年草で、高さ
100～150cm程度の茎に数個から20個くらいの

花を付けます。四国や九州に自生しており、群生地として
は甑島が有名です。種名は美しいという意味をもち、７～８月に白地に濃紅色の斑点がある花を咲かせます。スウェーデンの
植物学者ツンベルグに、世界でもっとも美しい植物のひとつだと感嘆させたこのユリは、ドイツの医師シーボルトによっては
じめてヨーロッパで花を咲かせ、日本のユリの美しさを最初に欧米人に紹介した記念すべきユリとされています。

前の「カノコ」は鹿の子絞りのことを指します。鹿の子絞りとは絞り染めの一種で、その形が子鹿の背に表われる白い
まだら模様に見えることから、その名があります。本種の花びらに小さな赤斑と赤く小さな突起がありますが、これら

を鹿の子絞りの模様に見立てて、カノコユリと名付けられたとのことです。
カノコユリが減少した要因は人の活動と関係が大きく、人里の開発や農業の機械化に伴う自然環境の変化によって、カノ
コユリの好適な環境が維持できなくなってきたためとされています。
東山植物園では日本庭園にてご覧いただけます。この美しいユリの花をぜひご覧ください。

（植物園　橋本　桂佑）

４月から５月上旬にかけて植物園内でも
見ることができる、黄色味を帯びた白い花
トキワマンサクの事を紹介します。

このトキワマンサクは、中国やインド、日本

と幅広い地域に分布しています
が、日本の中では限定的に３カ所

「三重県の伊勢神宮」、「静岡県
湖西市」、「熊本県荒尾市」にだ
け自生して、絶滅危惧に分類され
ているので、とても大切に保護され
ています。

落葉するマンサクに似ています
が、常緑性であることから
名前に「常盤満作」と名付
けられました。

園内では日本庭園のカゴノキの
向かい側にあり、少し解りづらいです
が見上げてもらうとご覧になれます。

また、お花畑にひときわ目を引く濃
いピンク色の花があります。

この花の名前は中国原産の（中
国で発見された）品種でベニバナト
キワマンサクと言い、トキワマンサク

の変種で赤い花が咲き、とても目を引きつ
けてくれます。

こちらのベニバナトキワマンサクの方が
良く知られているような気がしますね。

名古屋市内の植物にも絶滅種や絶滅
危惧種が多く存在しますが、熱帯植物でも
同じことが言えるようです。

東山植物園の温室が保有している植物
で、ラン科、サボテン科などは種が激減しワ
シントン条約によって輸出入の制限がされ
ています。食虫植物で人気の“ウツボカズラ

（Nepenthes属）”もワシントン条約に指定

その自生地はプランテー
ション化され、自生環境その
ものが無くなってしまってい
ます。無くなってしまう種を
守ることは大事なことです
が、生育環境が失われるこ
とによる損失は計り知れま
せん。共生していた菌類や
微生物はどうなってしまうの
でしょうか。種は決して単一
では生きられないのです。

植物園では絶滅危惧種
を守るとともに、その現状を

知っていただくため、多様な種の展示をして
います。

され、容易に国内に持ち
込むことは出来ません。

ウツボカズラは熱帯ア
ジアからマダガスカルに
かけて自生していますが、
最も多く自生しているの
が東南アジアのボルネオ
です。ウツボカズラは植
物の生存競争には著しく
弱く、生育環境を湿地帯
に移動し、細 と々生き続
けてきました。しかし、近年
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● Nepenthes truncata Macfarl.　 Endangered （絶滅危惧ⅠB類）
● Nepenthes khasiana Hook. f.　 Endangered （絶滅危惧ⅠB類）
● Nepenthes bicalcarata Hook.f.　 Vulnerable （絶滅危惧 Ⅱ 類）
● Nepenthes macfarlanei Hemsl.　 Vulnerable （絶滅危惧 Ⅱ 類）
● Nepenthes northiana Hook.f.　 Vulnerable （絶滅危惧 Ⅱ 類）

緑地造園係
水谷　靖広

指導園芸係
市野　実

Nepenthes bicalcarata
（ネペンテス　ビカルカラタ）
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2017 環境省
レッドリストトキワマンサクに

ついて

熱帯植物の
絶滅危惧種

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。各国の政府機関や地方自治体等で独自に作成している
同様のリストもレッドリストと呼ばれる。日本の環境省の第４次レッドリスト（2017
年3月）において、1,782種が絶滅の恐れのある植物種（維管束植物）として掲載。

ぜつめつ おそ

けいさいいかんそく

かんきょうしょう

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

カノコユリ
分　類：ユリ科

学　名：Lilium speciosum  Thunb.
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合掌造りの中庭に、1本のサルスベリが、紅い花を咲かせています。

和名のサルスベリは、猿も登ることができずに滑り落ちてしまいそうなくら
い、樹皮が滑らかなことより、この名前で呼ばれています。（実際は猿は難な
く登れるようです）
また、開花期間が長いことより漢字では「百日紅」と表記されます。

サルスベリ（百日紅） 【８月～９月】

同じく湿地園には、シラタマホシクサが、白い花を咲かせてい
ます。

湿地の日当たりのよいところに生育する一年草で、伊勢湾
や三河湾に近い中部地方に分布している植物で、日本固有
種になります。
和名のシラタマホシクサは白色の球形の花を白玉にたとえ

て名付けられたと言われています。また、別名「金平糖草」とも
言われ、花の形が金平糖のような形をしていることが由来と
なっています。
さて、この花を観察してみると白く細かい毛を無数に見ることができ、金平糖のような花の形を作っていることが分かります。
近年、生息域が減少したため、残念なことに、絶滅危惧Ⅱ類（VU）に分類されています。

シラタマホシクサ（白玉星草） 【8～10月】

合掌造りの向かい側の湿地園では、紅紫のミソハギがお
楽しみいただけます。

多年生の草本で、湿った場所で育ちます。
萩に似ていて、禊（みそぎ）に使うから禊萩（ミソハギ）と呼ば

れるようになったといわれています。
また、千屈菜（せんくつさい）とも呼ばれ、民間薬などにも使
われているようです。

ミソハギ（禊萩） 【７～８月：湿地園】

東山動植物園では環境教育を実施しています。

植物園では、幼・保育園、小・中学校、子ども会ほか団体関係者の

皆さまを主な対象として２０のプログラムを提供しており、そのプログラム

の１つが「絶滅危惧種≪東海地方を中心とした≫と私たちの身近に起

こっていること」です。

植物は、現在４種に１種ほどの割合での絶滅が危惧されています。

私たちの住む東海地方の代表的な植物には「東海丘陵要素植物」

という、主にこの地方の丘陵地や湿地に分布する植物があります。

シデコブシ（モクレン科）、マメナシ（バラ科）、シラタマホシクサ（ホシクサ

科）などです。これらにも絶滅の危機がしのび寄っています。

このプログラムでは、絶滅の状況や原因について話し合ってみた

り、植物園に展示されている絶滅危惧種の植物を実際に見てみたり

して、私たちの生活が環境に与える影響をみんなで考え共有します。

私たち一人ひとりにも、すぐにできる取組があります。身の周りの身近

な自然に目を向けて、興味を持ち、植物を知ることです。それはやがて、

環境に関する活動に参加したり、発信したりすることに繋がっていくで

しょう。このプログラムを体験していただいた皆様が、「私たちも自然の中

の一員だ」ということを認識し、今後どうしていけば良いのか考えるきっか

けにしていただければ幸いです。

暑い夏には、植物園の合掌造りの家で涼みながら、夏の花をご覧になってはいかがでしょうか。 ●世界や国、愛知県や名古屋など、色々なレベルで考えながら、
　身近な取り組みを見直してみます！

●東海の植物保存園では
　東海丘陵要素植物など、
　この地方の植物を
　見ることができます

シデコブシ

シラタマホシクサ

マメナシ

湿地の植物を
観察中

温室植物も
絶滅の危機に
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◆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。
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●東海の植物保存園では
　東海丘陵要素植物など、
　この地方の植物を
　見ることができます

シデコブシ

シラタマホシクサ

マメナシ

湿地の植物を
観察中

温室植物も
絶滅の危機に

が っ し ょ う づ く

さ

さる すべ

じゅひ なめ よ なん

しっちえん

こうし

はぎ

いせわん

みかわわん

こんぺいとうぐさ

せいそくいき ぜつめつきぐ

すず らん

◆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。

じっし

よう

みな

わりあい

きゅうりょう

きき

じょうきょう

きき

てんじ

あた

つな

にんしき

ていきょう

えいきょう

環境教育
プログラム

の夏
木っとZOOM

かんきょう

ぜつめつきぐしゅ

わたし
絶滅危惧種≪東海地方を中心とした≫と
私たちの身近に起こっていること

合掌造りと夏の花



 正解は
②

チンパンジー
でした。

A

① ゴリラ
② チンパンジー
③ オランウータン

２０１７年１０月２１日に双子の赤ちゃんを出産したのは？Q

号のクイズの答え44ひがしやま

名古屋の街
を

みわたそう

風を切って
走る！

東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊東 山 動 植 物 園 ＊北 園＊

●コアラソフト ￥350（税込） ●コアラカレー￥750（税込） ￥1,300（税込）
●スマトラトラ
　フェイスタオル

￥1,600（税込）
●もちっと
　かんがるー

￥840（税込）
●東山動植物園の
　動物カード

大観覧車大観覧車 ジェットコースタージェットコースター

●営業時間 １０：００～１６：５０ （のりもの券の発売は１６：４０まで） 営業時間を変更する場合があります。 

★アトラクション

☆大観覧車
☆ハニービー
☆ビックリハウス
☆ニューバイキング

利用料金

２２０円
２２０円
２２０円
２２０円

★アトラクション

☆くるくるキリン
☆スロープシューター
☆フライングイーグル
☆ジェットコースター

利用料金

２２０円
３３０円
３３０円
３３０円

★アトラクション

☆ミラーハウス
☆ふしぎたんけんの館
☆メリーゴーランド
☆ティーカップ

利用料金

１１０円
２２０円
２２０円
２２０円

★アトラクション

☆モノレール列車
☆フラワーストーム
☆くまさんコースター
☆コアラ列車

利用料金

２２０円
２２０円
２２０円
２２０円

＊ご利用期限があります。詳しくはホームページをご覧ください　URL  :http:www.higasiyama.jp/

遊園地遊園地

古紙パルプを含む再生紙を使用しています

発 行 日／平成30年6月1５日
協　力／名古屋市東山総合公園

ＴＥＬ 052-782-2111（内線340）
〒464－0803 名古屋市千種区田代町字瓶杁１-６２

発行所／公益財団法人 東山公園協会　

45号　２０１8　夏

ひがしやまひがしやま

裏表紙／ツルラン　Calanthe triplicata  (Willemet) Ames

白い花がツルのように見える、ランの仲間です。花期は初夏～夏頃で、温室後館のハワイアンハウスで見られます。環境省により絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。 
（文 / 早瀬　晴菜）
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