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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

　4年前に動物園サポーターからいただいた『ホッキョクグマのエサ
ピッチャー』ですが、ホッキョクグマの少数化、高齢化等により、使用
する機会がほとんどなくなっていました。
　そこで、このユニークなマシンを有効利用するため、ホンドザルた
ちに使ってもらえるよう改良し、9月にニホンザル舎に移設しました。
　ホッキョクグマには魚を投げていましたが、群れで暮らすサルたち
にめずらしくておいしいものを与えるとケンカになってしまうので、サル
たちの健康面も考慮して、ここではしめじやえのきなどのキノコを投
げています。
　単調な生活に少しでも変化をつけることが目的なので、エサをマ
シンにセットする時間もセットしたエサが投げ込まれる時間もランダ
ムになっていますが、ニホンザル舎ではエサピッチャー以外にも生活
に変化をもたらすために飼育員がいろいろなことを行っています。ぜ
ひ何度も足を運んでみてください。　 （飼育第一係　江口　雄作）

表紙／コビトカバ 

コビトカバの「ミライ」です。10月にいしかわ動物園からやってきました。まだ2歳になったばかりですが、将来立派な父親になってくれることを期待しています。
（撮影・文／江口　雄作）
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来年の干支は「亥」、十二支にはそれぞれ動物が当てられていますが、その最後を「猪」（イノシシ）が飾るのは、人

とイノシシの長いつきあいの象徴とも言えます。イノシシには、荒 し々く勇敢なイメージがありますが、その語源は「イ」

＝怒り、「シシ」＝動物、肉に由来しているようです。野生のイノシシを飼い慣らして家畜化したものが豚であり、人間

の食生活を支えてくれている大切な動物でもありますね。今回のエッセイのお題は干支にちなんだ動物です。

東山動植物園には現在、イノシシはいませんが、漢字表記で「豪猪」と表記される動物はいます。何と読むのかわ

かりますか？もう一方の漢字表記の「山荒」だとヒントになるかな。そう、ヤマアラシです。北園門に近いアメリカゾー

ンで「カナダヤマアラシ」を飼育展示しています。ちなみに「豪猪」の解釈ですが、和名では「嵐のように気性の荒い

山の獣」を意味し、中国名の豪猪は「気性の荒いブタ」と、意味で少し違いがあります。いずれにしても、ヤマアラシ

が天敵などに対抗する際に後ろ向きでイノシシのように突進し、背中などの鋭い針が並みはずれた強さにつながる

ことから、この漢字が当てられるようになったのではないかと考えています。

カナダヤマアラシは、一般によく知られるアフリカ大陸やユーラシア大陸に分布するタテガミヤマアラシとは別の

種類です。樹上性で、生息地の北アメリカ大陸ではビーバーに次ぐ大きさのげっ歯目（ネズミ目）の仲間です。ヤマ

アラシ特有の毛の変化した針をもつことは両種で共通していますが、カナダヤマアラシの針の先は釣り針のような

返しがあるのが特徴で、相手に刺さると抜けにくくなります。この棘の守りのおかげでしょうか、現在のところ野生下

での絶滅の心配はないとされています。

とても勇ましい名前が付いていますが、実際のカナダヤマアラシはとても愛くるしい風貌です。ペアの相性も良く、

樹上でまったりとする姿は見ていて癒されます。東山の隠れた人気動物の一つと思っています。干支の「猪」なら

ぬ、北米の「豪猪」にぜひ会いに来てください。 （動物園長　黒邉　雅実）
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絶滅危惧種ネコギギの
　　繁殖に向けた取り組み

みなさんは、ネコギギという魚をご存知ですか？世界中で、

日本の三河湾と伊勢湾に流れ込む河川の中流から上流に

しか生息していない淡水魚で、東海地方を代表する魚で

す。学術的にも大変貴重で、国の天然記念物に指定され

ています。東山動物園世界のメダカ館では、豊川産のネコ

ギギの繁殖に初めて成功したので、その取り組みについて

紹介します。

ネコギギは、ナマズ目ギギ科に属する淡水魚です。そのた

めナマズ類共通の長いヒゲが口の周りに8本あり、成魚に

なると全長約15㎝まで成長します。ウロコはなく体全体が

粘膜で保護されており、完全夜行性の魚です。野生下では

主に水生昆虫や小さなエビなどを食べています。とても警戒

心が強く、日中は石の下などに隠れていますが、夜間泳ぎ

出してエサを探します。かつては釣れて困るほどたくさん生

息していたそうですが、今では河川環境の悪化などで減少

し、絶滅危惧種に指定されています。

ネコギギは数年に1度しか繁殖しないと言われているほど殖やすのに難しい淡水魚です。

世界のメダカ館では、平成24年から愛知県豊川産のネコギギを導入して毎年繁殖に挑戦し

てきました。しかしオスとメスを同居させても交尾行動が見られなかったり、せっかく産卵しても無

精卵だったりなど、繁殖には程遠い結果ばかりでした。特に大変だったのは、オスがメスを気に入

らないと激しく攻撃し、その結果メスが負傷してしまうことがあり、繁殖するまでの7年間は苦労の

連続でした。

繁殖までの遠い道のり

はじめに

絶滅危惧種ネコギギとは？

ネコギギの成魚

ネコギギが生息している豊川上流
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ネコギギを繁殖させるには、年間を通した季節変化が大切なのではないかと考え、平成29年12月～平

成30年4月までの冬の期間を、室内飼育から思い切って屋外飼育に切り替え、冬眠させてみました。する

と、5月にはメスの腹部が大きく膨れて卵巣が発達していることが確認

できました。そこで6月1日にオスの水槽にメスを入れ、オスとの同居を

開始しました。オスがメスを攻撃するのではないかと毎日ヒヤヒヤしてい

ましたが、6月10日の朝、隠れ家として使用している素焼きの鉢に170

個ほどの卵が付着していることを確認しました。すぐに卵をフ化用の水

槽に移し、カビ防止の消毒処理を行ってフ化を待つことにしました。

産卵して3日後の6月13日、私たちにとって待ちに待ったフ化が

始まりました。全長6㎜ほどの稚魚が全部で110匹フ化しました。

顕微鏡で観察すると、体は透明で腹部には大きな卵黄が吸収さ

れずに残っていました。フ化後5日目には卵黄も吸収され、ネコギ

ギの特徴である立派なヒゲも確認できました。全長約9㎜まで成

長して、盛んにエサを食べるようになり、ぐんぐんと大きくなっていき

ます。フ化後60日目には、全長約４㎝となり、もう立派なネコギギ

です。体には大きな模様がはっきりとして、水槽内を泳ぎまわるよう

になります。成魚とは異なりあまり隠れようとせず、エサを与えると

他の個体と競争するように食べます。

　今回の繁殖成功の要因として、年間を通した季節変動に合わせた飼育を行うと共に、繁殖しやすい環

境作りを行い、オスとメスの相性もとても良かったことが考えられます。繁殖成功を記念して、平成30年

10月6日の秋まつり開催に合わせて「絶滅危惧種ネコギギの繁殖成功！～7年に及ぶ繁殖までの苦労と

稚魚の成長～」と題した特別展を行いました。ネコギギの基本的情報から繁殖に至るプロセス、そして稚

魚の成長にフォーカスした内容でした。期間中とても多くの来館者に特別展をご覧いただいたことで、ネ

コギギについて理解を深めていただき繁殖の難しさと保護の必要性を感じていただけたと思います。

　これからも世界で東海地方にしか生息していないネコギギの飼育をしながら、繁殖技術の向上を目指

し、また東海地方の人々にネコギギという魚を知ってもらう取り組みにも力を入れていきたいと思います。

フ化した稚魚と成長

ついに産卵成功

66 繁殖成功の要因とこれからの取り組み

（飼育第二係３班　水野　展敏）

素焼きの鉢に付着した卵（白い卵は無精卵）

フ化したばかりの稚魚（大きな卵黄が目立つ）

フ化２ヶ月後の稚魚

フ化して５日目の稚魚（卵黄は吸収された）
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以前のネット 新しいネット

　皆さんにご
覧いただけな
い仮の獣舎で
飼育されてい
たダチョウ（オ
スのシャチョウ
とメスのブチョ
ウ）ですが、２０
１８年１０月５
日に新ダチョ

ウ舎へ無事に移動が完了
しました。
キリン達と一緒に暮らし
ていた頃に比べると運動
場が狭くなってしまいまし
たが、より間近にダチョウ
がご覧になれるようにな
り、世界で一番背が高い
鳥であるダチョウの大きさ
を実感していただけると思
います。
移動直後は落ち着きが無かったダチョ

ウ達も最近は新しい獣舎にも慣れてきて
ゆったりとしてきました。

各門から遠くあまり
目立たない場所にあり
ますが、ぜひバードホー
ル奥の新ダチョウ舎ま
でお越しいただき、ダ
チョウ達の大きさを実
感してください。

２０１６年は東山動植物園で発生した
高病原性鳥インフルエンザの影響でたい
へんご迷惑をおかけしました。
当時ペンギンたちに感染は確認されま

せんでしたが、感染予防の目的で、応急
的に緑のネットを自分たちで張り、発生か
ら１年ほどその状態でペンギンを展示して
きましたので、ペンギンを楽しみに来てくだ
さった方には残念なお気持ちもあったかと

思います。
その後、２０１８年の３月から６月にかけて
行った新しいネットの張り替え工事が完了
し、今年度は改修後に初めての鳥インフ
ルエンザシーズンを迎えます。
新しいネットは以前の緑のネットより見

やすくなりましたので、これからは１年を通

して安心して快適にペンギンたちをご覧い
ただけるかと思います。

アフリカの森エリアやアジアゾウ舎のよ
うな最近できた獣舎では、建物の近くにモ
ニュメント（像）を設置して、建物の中にな
んの動物がいるか示していますが、昭和
時代に建てられた室内観覧ができる獣舎
の多くは、建物の壁面に設置したレリーフ
（浮き彫り）で示してあります。
たとえば、あたらしくオスの「ミライ」が
やってきたコビトカバ舎にも、かなり凝った
つくりのものがあり、見応え十分です。

他にもいろいろありますので、ぜひ一度
古い獣舎の外観にも目を向けてみてくださ
い。ちなみに本園正門近くにある噴水で
は、十二支がみなさんを出迎えてくれてい
ます。（正面は龍と虎になっています。）

飼育第一係１班
中山　哲男

飼育第一係１班
橋本　徳二

飼育第一係２班
福井　利一

今年も高病原性
鳥インフルエンザの
季節がやってきましたが…
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東山動植物園では３頭のインドサイを
飼育しています。メスのニルギリはあまりし
ませんが、オスのセラとブンタは水浴びが
大好きです。
朝、運動場に出る

と、まず用意された青
草を食べ、そのあとは
泥場でゴロリ。しばら
くは良いのですが、水
が出ていないとセラ

は室内との仕切り扉をガンガン叩いて
「水がまだ出てないよ！早く水出して～！」
と言わんばかりに猛アピール。水を出し
てやると「やったー！水が出てきた！！！」と今
にもスキップしだすのではないかという感
じでうれしそうにしながら再び泥場へ向か
います。しばらく水とたわむれて満足する

と、そのまま泥場で横
になり、打たせ湯なら
ぬ打たせ水にあたりな
がら長いこと気持ちよ
さそうに水と泥の感触
を楽しんでいます。
それにしても人間

だったら風邪をひくだろう秋の水浴び。冬
になってもやっているか確かめにきてください。

今年の5月8日に巣穴から出てきたプ
レーリードッグの赤ちゃんですが、生まれ
てから半年が過ぎ、毎日たくさん食べて
今では親と変わらない大きさまで順調に
成長しています！まだ若くピチピチなので
毛並みもつやつやです！！お腹はポッコリ
していますが・・・笑
お父さん・お母さんはとてもヒトに慣れ

ており獣舎の掃除時に大好物の人工飼
料が貰えるのを分かっていていつも邪魔

をしてきます！赤ちゃんはまだ警戒心があ
り、少し離れたところから人工飼料を欲し
そうにいつもこちらを見ています。ですの
で、手渡しではなく投げ与えます。ただ、
以前に比べるとだいぶ距離が近くなって
いますのでお父さん・お母さんと同様に

もっと信頼してもらえるよう、これからも頑
張ります♪

自然館の夜行性コーナーの出口近くに、
スンダスローロリスがいるのを皆さんは御存
じでしたか？彼らが住んでいる環境を考え

て、いろいろな工夫を施したレイアウト（物の
配置・配列）にしています。今回は彼らが自
然界でよく行う樹液を舐める姿を観察しても
らえるように、樹木でフィーダー（エサ等を供
給する器具）を作成しました。このフィーダー
に入れるものを自らブレンドして味見をしては
与えてみたところ、黒砂糖を水に溶かして発
酵させたものや、はちみつには反応はあるも
のの、あまり執着をしませんでした。自分で試
して一番味が無いと感じたアラビカガム（ア
イスクリームなどの菓子類や、ガムシロップ
に乳化剤や安定剤として使われているも
の）を入れたところ、しがみついて執拗に舐
めていました。人間の舌ではまったくと言っ

ていいほど感じることができない味をも感知
するロリスの味覚の鋭さに、驚かされました。
現在フィーダーによる給餌は不定期で実施
していますので、その光景をみられたら良く
観察してくださいね。

飼育第二係1班
高倉　健一郎

飼育第二係2班
外部　一也

飼育第一係3班
鬼頭　美妃

成長記
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やめられない水浴び

どろば

とびら たた

もう

かんしょく

かぜ

すあな

けな

じゅうしゃ そうじ

もら じゃま

けいかいしん

はな ほ

てわた あた

きょり

しんらい がん

ば

みな ごぞん

かんきょう

じゅえき な

ほどこ

すがた

きょう

きゅう

くろざとう と はっ

こう

しゅうちゃく

かしるい

にゅうかざい

しつよう

した

するど おどろ

きゅうじ じっし

だだ よよ りり



【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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◀イノシシの頭骨

上：前歯（３）・犬歯（１）・前臼歯（４）・後臼歯（３）*イノシシの歯式
下：前歯（３）・犬歯（１）・前臼歯（４）・後臼歯（３）

×２（左右）＝４４本もう年の瀬。ちまたでは来年のカレンダーが店頭に並ん
でいます。色 と々やり残している思いが強いとそれを手に
取ることをためらうのは、私だけでしょうか。
さて、今回は十二支の最後を飾る来年の干支、イノシシ
にまつわるお話です。
まずはあらためてイノシシの紹介です。偶蹄目イノシシ科

イノシシ属の仲間で、北アフリカの一部からユーラシアに
広く分布し、日本に生息する亜種は、ニホンイノシシが本
州・四国・九州・淡路島に、リュウキュウイノシシが奄美大
島・徳之島・沖縄島・石垣島・西表島に分布します。ちなみ
にいわゆる「ブタ」はこのイノシシが家畜化されたものです。
イノシシの形態学的な特徴の一つは歯にあります。下顎
の前歯はシャベルのような形をしていて、これは木の根や
落ち葉の下の昆虫を食べるために地面を掘り起こすのに
都合が良いです。上下の犬歯が牙状に伸長しつつ、互い
に噛み合うことなく外側へ湾曲していきます。臼歯はクマな
ど雑食性動物によく見られる形態で、摩耗した臼歯は同じ
く雑食性であるヒトのものと似ています。その中でも小臼歯
は肉を切るのに適した形をしていて、大臼歯は噛み砕く力
が大きくなるような形態をしています。歯の数はヒトより12
本も多い44本*あります。
また、最も重要な器官の一つである鼻は、鼻先に多数
の神経が集中しており、鋭敏な感覚器官となっています。
また嗅覚もイヌほどに優れています。消化器は単純な構造
の胃を持ち、同じ偶蹄目の仲間のシカのようには反芻をし
ないため、栄養価の高い食物を必要とします。
近年、イノシシによる農業被害が各地で問題になってい

ますが、農水省の獣害調査ではシカに次いで２番目の被
害面積や量ですが、被害金額では断トツでイノシシが一番
です。これはシカの被害が森林であるために、面積や量で
大きくなるのに対して、イノシシでは水田や果樹であり、作
物単価が高くなるためと考えられます。これは先述の消化
器の形態からも理解できるように、イノシシは雑食性で、昆
虫類・小動物なども食べますが、基本的には植物質が中

心であり、シカに比べて栄養価の高い植物質の食物を必
要とするからです。
ところで、今年９月９日に突然に岐阜県内で豚コレラと
いう感染症の発生が確認されました。国内では26年ぶり
の発生です。豚コレラはブタ及びイノシシが感受性動物で
ある致死的病気で、高熱や下痢などの症状を示します。同
県内では野生のイノシシにも発生が確認されています。過
去に国内で養豚での発生が続いた後、26年前にはイノシ
シでの抗体調査も行われ、野生のイノシシでの存続はない
と結論され、清浄国に認定されてきました。しかし、いまだ世
界のいたる所で発生が続いていて、今回の発生がどのよ
うなルートで発生を招いたかは、まだ検証されていません
が、再び国内で発生しました。このウィルスは豚肉などの畜
産物の輸入、旅行者による畜産物の違法な持ちこみ等を
介してでも侵入してしまうのです。
野生のイノシシは、その昔から食材として狩猟の対象に

なってきました。近年の農業被害を背景に、生息密度をコ
ントロールする対策として、ヒトとの共存の視点で熟考した
上で、自治体によっては「ジビエ」としてその活用をすすめ
ています。今回の豚コレラの発生を受けて、狩猟の解禁の
見送りも出ています。
このようにイノシシ一種を取り上げてもヒトと野生動物
の共存は極めて難しい問題です。ヒトもこの地球の動物
の一種です。これまで長い歴史の中で共存できてきまし
た。あらためて、互いを尊重しつつ、ヒトと動物について考
えなければなりません。　　　 （指導衛生係　中村　彰）

今、イノシシは…
～形態学から見るイノシシ事情～
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　 物 園 長
の

エ ッ セ イ
植 クローバーの多葉性について

クローバーの花言葉（諸説あります）

葉の枚数

1枚

2枚

3枚

4枚

5枚

6枚

7枚

花言葉

始まり、初恋

平和、調和

約束、希望

幸運、幸福

財運、繁栄

名誉、地位

無限の幸福

　去る10月20日に、東山公園協会が開催した公開講座へご参加いただきました皆さまには、長時間お付き合

いいただき、誠にありがとうございました。アンケートをご記入いただきました参加者の方から、言葉の語尾が聞き

取りにくいとの感想をいただきました。今後、聞きやすい言葉づかいに努めたいと思います。

　講座では、「熱帯植物の魅力」と題してお話しをいたしましたが、番外編として「クローバーの多葉性」につい

てのお話しもさせていただきました。十分な説明ができませんでしたので、誌面をお借りして再度、ご説明します。

　クローバーに多葉性のものが発生する原因は諸説ありますが、葉の元となる「原基（げんき）」の異常により

発生しやすくなるとういのが定説のようです。例えて説明すると、葉の付け根の部分が拡張することにより、葉の

基になる組織がたくさんそこに収まるようになります。10枚以上の葉が付いているクローバーを観察してみると、

葉が螺旋状（らせんじょう）に付いていることが確認できます。

　葉の付け根が帯状に広がる性質は、主に遺伝により受け継がれます。四つ葉以上の多葉が出ている株の

花に別の多葉が出ているクローバーの花粉を人工交配して種を撒き、選抜を繰り返すことにより、葉の枚数が

多いクローバーを作ることができます。

　クローバーの基本の葉の枚数は3枚ですが、1枚しか葉の無いものから10枚以上の葉が付くものまでありま

す。多葉性のクローバーの現在のギネス記録は岩手県花巻市の方が発見した56枚のものです。

　また、葉の枚数だけでなく、葉が筒状に変化することがあり、この葉を「筒状葉」といいます。筒状葉が出るク

ローバーは珍しく、この葉を「天使の角笛（つのぶえ）」と呼ぶことがあります。

　クローバーは葉の枚数により、花言葉が異なります。花言葉の一例を表にお示ししましたので、ご覧ください。

（植物園長　谷口　茂弘）



植植物物管管 人人人理理 だだよよりり

今年も残すところあと少しになりまし
た。毎年、この時期の植物園内では新
年を迎えるための迎春準備を行います。
そのなかでも特に力を入れているものに

門松があります。
門松には諸説ありますが、年

神様を迎え入れるためや、松竹
梅を子どもの成長、出世、子孫繁
栄などの意味合いがあるとされて
います。
植物園では珍しい門松を武家

屋敷門の前にたてています。珍し
い門松とは「アシの門
松」です。その歴史は深く、旧
尾張藩士兼松家の屋敷にたて
られていました。起源は諸説あり
ますが、同家の先祖が姉川での
合戦中に正月を迎え、アシを門
松の代わり用いてたてたとされ
ています。以後同家では、正月
になるとこのアシの門松をたて
ていたそうです。
植物園ではこの故事にならっ

て、毎年正月にはこの珍しい門松をたて
ています。まだ見たことがない方は、是非
この機会に当園に足（アシ）を運んで頂
けたら幸いです。

　植物園の温室内（水生室）には皆さん
も良くおやつ等で食べられているバナナ
の木が植えられています。バナナにもいく
つかの種類がありますが、ここには「サン
ジャクバナナ」「フイリバナナ」の二種類

があります。今回紹介するのは
サンジャクバナナです。
　バショウ科の植物で亜熱帯
地域に広く分布し、多年草。観
賞用としても使われ、一般的な
バナナと違い背丈も小さく高さ
も２ｍ程。果実はとても甘く美
味。
　ここ植物園では観賞用として
展示していますが実が熟したら
落ちてしまい、せっかくの美味しい実が
もったいないので今では動物園のアジア
ゾウにおやつとしてプレゼントしています。
与えた瞬間は何だろう？と言う感じて鼻で
遊んでいますが、美味しいおやつと分か
ると口にバナナを持っていき美味しそうに
食べてくれています（幹や葉までも）。
　もちろんゾウさんの口に入るまでは温
室内で実際に実っている姿や中々見る

ことのできないバナナの花も観察する事
が出来ます。毎年秋ごろに実るので是非
とも足を運んでみてください。運が良けれ
ばゾウさんにあげる瞬間も見られるかもし
れませんよ。

熟したサンジャクバナナの実

美味しそうに食べるゾウさん

動物園正門には大きな門松

昨年の武家屋敷門の前の様子

緑地造園係
熊崎　貴祥

指導園芸係
鹿嶋　数一

来年も良い年に
　　なりますように

ゾウさんに植物園
からのおすそわけ！？
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東山植物園のレッドリスト植物 Vol.15

ロヤマブキは落葉広葉樹の林内などに生育する落
葉低木です。春に白い花を咲かせます。黄色い花を

つける「ヤマブキ」と似ていますが、ヤマブキはヤマブキ属
なのに対し、シロヤマブキはシロヤマブキ属で別属です。そのため、花の色以外にも異なっている点が多くあります。例えば、
ヤマブキは花弁が5枚ですが、シロヤマブキは4枚です。また、ヤマブキの葉は一つの節に1枚で、枝に互い違いについている
「互生」ですが、シロヤマブキは一つの節に2枚の葉が枝をはさんで向かいあうようについている「対生」です。他にも、秋に熟
す果実は、ヤマブキでは1～5個集まってつき、黒褐色をしていますが、シロヤマブキでは実の大きさがヤマブキより大きく、4
個セットになっており、真っ黒です。
　シロヤマブキは、古くから庭木や茶花として親しまれ、様々なところで植栽されています。しかし、野生では、岡山県、広島
県などの石灰岩地など、限られた場所でしか見ることができません。生息地の開発や園芸目的の採取などにより野生個体は
減少し、現在環境省により絶滅危惧ⅠB類（EN）に指定されています。
　東山動植物園では、也有園にてシロヤマブキを展示しています。花は春まで見ることができませんが、果実は、冬に葉が落
ちたあとも翌年までよく枝先に残っています。ご来園の際はぜひご覧ください。　　　　　　　　　

シ

（植物園　早瀬　晴菜）

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

シロヤマブキ
分　類：バラ科

学　名：Rhodotypos scandens （Thunb.） Makino.

EN
2017 環境省
レッドリスト

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
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皆さんは伊藤圭介をご存じですか。
　伊藤圭介は1803年（享和3年）に町医者の父西山玄道、母たきの次男として、名古屋の呉
服町（現在の名古屋市中区丸の内）に生まれました。幼いころより、父に医学を学ぶとともに、
当時この尾張地方で本草学者として第一人者だった水谷豊文に本草学を学び、各地で植物
などの観察や採集を行いました。
　医業において多くの功績を残している伊藤圭介ですが、植物学においても同様に多くの功
績を残しています。1829年（文政12年）27歳のときに「泰西本草名疏」（植物図説）を著し、
“おしべ”、“めしべ”、“花粉”という、現在日本で使われている言葉を初めて使っています。
　伊藤圭介の名は、外国人によって名づけられた植物の学名（世界で通用する植物の名前）に
も、その功績に敬意を表してKeiskei（ケイスケイ）の名前がつけられた植物がたくさんあります。

東山植物園ではシモバシラを始め、（例）にある伊藤圭介の名前が付けられた植物を展示しています。
寒い冬の朝には、シモバシラの名前の由来となった氷柱（注１）をみることができます。
　なお植物会館内には、伊藤圭介記念室がございます。そちらもぜひご覧ください。
　寒中ではありますが、冬ならではの植物園の魅力をお楽しみいただけると思います。

みな いとうけいすけ

にしやまげんどう

おさなふくちょう

おわり ほんぞうがくしゃ みずたにほうぶん

たいせいほんぞうめいそ あらわ

ご

（注１）冷え込んだ日に水を含んだ茎が凍結すると氷になり、体積が増えることで茎の一部が裂ける。

　　  その裂け目から、根から吸い上げられた水が外に流れ出して凍結すると、根元に氷が帯状に付着して霜柱のようになる。

シモバシラ（秋・花） シモバシラ（冬・氷柱）

和名（日本名）

シモバシラ
ヒカゲツツジ
スズラン
アシタバ
イワナンテン

（例） 学名（ラテン語）

Keiskea Japonica Miq.（ケイスケア ジャポニカ）
Rhododendron Keiskei Miq.（ロドデンドロン ケイスケイ）
Convallaria Keiskei Miq.（コンヴァラリア ケイスケイ）
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. （アンゲリカ ケイスケイ）
Leucothoe Keiskei Miq.（レウコトエ ケイスケイ）　　　　など

てんじ

みりょく

くき とうけつ さ

す しもばしら

けいい

の冬 圭介の名のつく植物



　東山動植物園では、平成２７年（2015年）8月27日に東京大学大学院理学系研究科附属植物園（小石川
植物園）から重さ推定４０㎏の株を譲り受けて栽培しています。

　ショクダイオオコンニャク（Amorphophallus titanum.）は、インドネシアのスマトラ島だけに生育するサトイモ科
の希少植物です。高さ３メートル、直径１メートル以上にもなる大きな花を咲かせ、強烈な悪臭を放つことで有名で
す。コンニャクの仲間は、１年に１枚の葉を出して成長し、葉を出した年は、花を咲かせません。イモが充実し、花を
咲かせる条件が揃った時に咲かせます。
　花が咲けば東海３県では初の開花となります。まだ当園では開花していませんが、これまで平成28年と30年
に、葉を出していますので、その成長を比較しました。
　同じ球根からの葉芽ですが、比べてみると微妙に違っていて興味深いです。

ひかく

7月15日 発芽 8月9日 H24㎝ 8月24日 H64㎝ 9月6日 H270㎝

7月2日 発芽 7月23日 H24㎝ 8月9日 H99㎝ 10月2日 H330㎝超え

≪平成28年≫

≪平成30年≫
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温室、開花すれば世界最大の「花」
   ショクダイオオコンニャクの成長比較



 正解は

でした。

③
アフリカの森

A

① 東山の森
② アジアの森
③ アフリカの森

２０１８年９月６日にオープンした新施設は
何の森エリアでしょう。

Q

号のクイズの答え46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 各￥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

￥650（税込）
●シャバーニ
　ワッフルクッキー

￥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12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　

47号　２０１8　冬

ひがしやま

裏表紙/ベニヒモノキ　トウダイグサ科　Acalypha hispida 

小さな花が密に集まって、20から50ｃｍほどのひも状になります。和名はこの花の形態から。暖かそうですね。西インド諸島原産。 （撮影 / 市野　実  ・  文 / 大橋　淳子）
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