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マレーグマシャクナゲ ‘ジョイフル・デイ’



ひがしやま34号の飼育だよりでもご紹介しましたが、名古屋市に生息が確認
されている両生類10種のうち、8種が名古屋市の絶滅危惧種に指定されてい
ます。今まで、そのほとんどの種を自然動物館2階の両生類コーナーで展示して
いましたが、このたび8種全種をご覧いただけるようになりました（2月10日現
在）。両生類は環境の変化に敏感な生物です。名古屋の貴重な両生類をご覧
いただき、身近な自然環境を考えるきっかけになればと思います。写真のカエル
は、「ナゴヤダルマガエル」です。「ナゴヤ」と名前がついていますが名古屋市の
絶滅危惧種に指定されています。

（撮影／藤谷　武史 ・ 文／飼育第二係　内藤　仁美）
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植物園
「春の花だより」

植物園トピックス
「ガイドボランティア作品展を開催しました」

１０
１1

飼育だより０４

東山動物園のレッドリスト動物　vol.11
「マレーグマ」

０９飼育レポート
「ワルダーが出た！！」０２

植物管理人だより
「植物園の仕事」
「アメリカ園」

０８動物園長のエッセイ
「東山動物園の将来」０１ 植物園長のエッセイ

「まもなく花の季節がやってくる」

０７動物園トピックス
「名古屋の絶滅危惧種の両生類」00

Contents

表紙／マレーグマ（マーチン）
活発で愛嬌のあるマレーグマのマーチンの魅力は、写真だけでは到底伝えきれません。是非、クマ舎まで足をお運びあれ。 

（撮影／小林　隆志 ・ 文／今西　鉄也）
裏表紙／シャクナゲ‘ジョイフル・デイ’　Rhododendron‘Joyful Day’

シャクナゲの園芸種であり、咲き始めは鮮明な藤紫色をしていますが、開花後は淡い藤桃色になります。赤紫のブロッチが入り、きれいです（ブロッチとは花の中央に現れる色の
模様のこと）。4月中旬から下旬頃の開花になり、特に咲き始めの頃がおすすめです。

（撮影・文／木口　将綱）

ドリカムの曲に未来予想図というのがありますが、いろいろな会社や組織では将来の姿や方向性を実

現するためにマスタープランを策定して、事業を進めています。

ところが、30年ほど前の東山動物園では将来像がなかったので、マスタープランを作ろうということにな

りました。獣医師だった私と建築技師の二人が素案作りを行い、係長や園長の修正を経て、一応形になり

ました。ただ、これはその後、日の目を見ませんでした。

ところが、20年ほど経ってから市長の政策の一つとして東山再生プランが挙がりました。今度は市長の

プロジェクトですから、動物園の意見だけでは動きません。それでもたたき台は動物園が作るので、職員み

んなの夢や意見を聞くことから始まりました。棚の奥にしまわれていた計画も引っ張り出しました。そして、プ

ロジェクトが大きいだけに、いろんな意味で喧々諤々の時期を過ごし、それでも、基本構想、基本計画が策

定されて、施設の新設や改修が始まりました。

すると今度は市長が交代しました。これで再生プランも白紙かと思いましたが、１年間の見直しを行って、

新基本計画となり、新ゾウ舎のゾージアムが完成し、現在は新ゴリラ・チンパンジー舎となるアフリカの森に

着手しました。動物施設以外では、トイレや休憩施設が新しくなり、また飲食物販では旧売店がなくなり、新

しいフードコートが整備されました。

こうしてみると再生プランは順調のようですが、決してそうではありません。経済情勢や市財政の低迷、国の

補助金カットなどの不安要素がいっぱいです。もちろん予算がなくてはできないことですが、再生プランが途中

で中止すると、園内は中途半端な展示になってしまいます。例えば、新ゴリラ・チンパンジー舎ができたあ

と、オランウータンはスマトラトラとともにアジアゾウ舎の続きに造られるアジアの森に展示する予定なの

ですが、現在の類人猿舎にオランウータンだけがポツンと残ることになります。スローダウンしてでも東山の

将来像が実現するように継続していくことが大事です。  　

ドリカムの未来予想図Ⅱでは、「ほら、思ったとおりにかなえられてく」と歌われています。計画どおりにいく

ことは難しいですが、どうか東山動物園もそうなることを祈るばかりです。

（動物園長　橋川　央）

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　公益普及課　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
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ワルダーが出た！！

１　はじめに

旧アジアゾウ舎から新アジアゾウ舎「ゾージアム」へのアジアゾウの引越しの様子を『ひがしやま28号』で紹介しまし

たが、今回はその続編としてワルダーの引越し後から現在に至る新居での生活ぶりを紹介します。

気の小さいワルダーの引越しについては他のどのゾウよりも遅れ、2013年10月23日にやっと完了しました。ホッと

胸を撫で下ろしたのも束の間、ワルダーが安心して「ゾージアム」で暮らすためにはまだまだ多くの問題をクリアしなくて

はなりませんでした。

２　小運動から大運動場へ

旧ゾウ舎からワルダーがたどり着いた場所は小運動場でした。小運動場はアヌラと

さくらが暮らす場所としてさくらの脱出防止の柵などが設置してありました。ワルダーは

大運動場とそれにつながる寝室で暮らす予定であったため、大運動場へ移動させる

訓練を早々に再開しました。しかし、この扉一つ挟んだ隣の場所へ移るだけのことが、ワルダーにとっては大冒険だっ

たのです。ワルダーが小運動場に居座るとアヌラとさくらがいつまでたっても外に出られません。私たちのそんな心配を

よそにワルダーは、よほど小運動場が気に入ったのか、初めての大運動場が怖いのかなかなか動いてくれませんでし

た。餌は全て大運動場で与えて少しずつ慣らしていき、1週間後の10月30日にやっと移動することが出来ました。

３　寝室間の移動

次の問題は寝室への収容でした。11月に入り寒さも徐々に厳しくなっ

てきました。訓練を早々に開始したところ、幸いにも大運動場へ移動した

翌日には収容することが出来たのです。これで寒さについての心配がなく

なったので、長く続いた移動訓練によるワルダーの疲れを癒すためにしば

らくの間は寝室で過ごさせました。ただし、寝室間の移動訓練は引き続き行

いました。寝室の行き来はすんなりとクリアしましが、扉を閉められません（飼

育係員が寝室の掃除をするために、安全上扉を閉める必要があります）。

扉を閉めようとすると前にいた寝室に戻ってしまいます。このような状態が約2カ月間も続いた2014年1月3日、餌を取りに

隣の部屋に移動したワルダーにいつもと同じように近づいて「閉めるぞ！」と声をかけると、なんとそのまま動かず餌を食べ続

けているではありませんか。そして、その日からワルダーは私たちの指示に従って寝室間を移動するようになりました。

４　寝室から運動場へ

いよいよ最終段階に突入です。昼間は運動場で過ごし夜間は寝室で過ごす、本来の生活パターンに戻す訓練です。

寝室間の移動は飼育係員の指示に従ってスムーズに行うようになっていたワルダーでしたが、１月15日に大運動場

への扉を開放しても外へ出ようとしませんでした。そして、この日から長い長いワ

ルダーとの根比べが始まりました。2月に入ると体全体が外に出るまでになりまし

たが、もう少し離れてくれないと扉が閉められません。引き続き訓練を続け4月頃

には扉から１メートル程離れるようになりました。

4月14日の休園日にいよいよ運動場へ閉め出すことにしました。いつも通り

ワルダーを運動場に誘導して扉を閉めました。しかし、ワルダーは大量の「おじけ

便」（驚いた時にする軟便のこと）をして一向に落ち着く気配がありません。夕方

に寝室へ収容するとやっと落ち着きましたが、翌日は運動場へ一歩も出ません

でした。

また一から出直しです。それ以降、狭い寝室では体も汚れがちになり、爪の形

も悪くなっていきました。体を洗ったり、爪を削って形を整えたりするなど体の手

入れは欠かせない日課となりました。なだめたり時には叱ったりして訓練を続け、

ようやく2015年の春頃には扉から１メートルほど出るようになりました。何とか扉

を閉められる位置まで進んだ頃には、訓練を開始して2回目の秋が訪れていまし

た。私たちはこのままではワルダーが納得して運動場へ出ることはないと判断し

て、もう一度運動場へ閉め出すことにしました。

今回は前回のような失敗を繰り返す訳には行きません。そのためワルダーが

運動場に慣れるまでは夜間も出したままにする方針で臨みました。また、さくらの

成長に伴い、アヌラ・さくら母子を広い大運動場へ移動させ

る計画もあり、この機会にワルダーを小運動場へ移動させる

こととしました。

10月13日の休園日に閉め出しを行いました。案の定、し

ばらくは「おじけ便」をして落ち着く気配はありませんでした

が、午後になると幾分平静を取り戻して餌を食べたり砂浴び

をしたりするようになり、深夜には横になって寝ました。翌日に

は落ち着きも増して行動範囲も拡がりました。そこで早々に

小運動場への移動に取り掛かりました。運動場間の扉を開

放し、小運動場に餌を設置して様子を見ます。最初は緊張し

た様子でしたが、翌日の夜には小運動場へと移動しました。

５　移動訓練の終了

小運動場に馴らすために2日間過ごさせた後、10月21日の夕方に寝室への収容を試みましたが入ろうとしませんで

した。私たちは今までの訓練の中でワルダーの慎重すぎる性格や、その時々の気分や状況によるワルダーの動きや反

応をある程度把握できるようになっていました。餌での誘導を基本とし、扉を閉めるタイミング（扉はゆっくり閉まるので、

タイミングが悪いとワルダーは運動場へ出てしまいます）などはその経験を生かしてワルダーと対話しつつ訓練を続けま

した。そして！

ついに、11月22日の夕方、私たちの「入れ」の指示に従って寝室へ入ったワルダーは、扉が閉まり出してもその場に

とどまり動きませんでした。その日を境に本来の生活パターンが確立され、ワルダーの2年以上にも及ぶ移動訓練は終

了しました。

（飼育第一係3班　佐藤　正祐）
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ワルダーが出た！！

１　はじめに

旧アジアゾウ舎から新アジアゾウ舎「ゾージアム」へのアジアゾウの引越しの様子を『ひがしやま28号』で紹介しまし

たが、今回はその続編としてワルダーの引越し後から現在に至る新居での生活ぶりを紹介します。

気の小さいワルダーの引越しについては他のどのゾウよりも遅れ、2013年10月23日にやっと完了しました。ホッと

胸を撫で下ろしたのも束の間、ワルダーが安心して「ゾージアム」で暮らすためにはまだまだ多くの問題をクリアしなくて

はなりませんでした。

２　小運動から大運動場へ

旧ゾウ舎からワルダーがたどり着いた場所は小運動場でした。小運動場はアヌラと

さくらが暮らす場所としてさくらの脱出防止の柵などが設置してありました。ワルダーは

大運動場とそれにつながる寝室で暮らす予定であったため、大運動場へ移動させる

訓練を早々に再開しました。しかし、この扉一つ挟んだ隣の場所へ移るだけのことが、ワルダーにとっては大冒険だっ

たのです。ワルダーが小運動場に居座るとアヌラとさくらがいつまでたっても外に出られません。私たちのそんな心配を

よそにワルダーは、よほど小運動場が気に入ったのか、初めての大運動場が怖いのかなかなか動いてくれませんでし

た。餌は全て大運動場で与えて少しずつ慣らしていき、1週間後の10月30日にやっと移動することが出来ました。

３　寝室間の移動

次の問題は寝室への収容でした。11月に入り寒さも徐々に厳しくなっ

てきました。訓練を早々に開始したところ、幸いにも大運動場へ移動した

翌日には収容することが出来たのです。これで寒さについての心配がなく

なったので、長く続いた移動訓練によるワルダーの疲れを癒すためにしば

らくの間は寝室で過ごさせました。ただし、寝室間の移動訓練は引き続き行

いました。寝室の行き来はすんなりとクリアしましが、扉を閉められません（飼

育係員が寝室の掃除をするために、安全上扉を閉める必要があります）。

扉を閉めようとすると前にいた寝室に戻ってしまいます。このような状態が約2カ月間も続いた2014年1月3日、餌を取りに

隣の部屋に移動したワルダーにいつもと同じように近づいて「閉めるぞ！」と声をかけると、なんとそのまま動かず餌を食べ続

けているではありませんか。そして、その日からワルダーは私たちの指示に従って寝室間を移動するようになりました。

４　寝室から運動場へ

いよいよ最終段階に突入です。昼間は運動場で過ごし夜間は寝室で過ごす、本来の生活パターンに戻す訓練です。

寝室間の移動は飼育係員の指示に従ってスムーズに行うようになっていたワルダーでしたが、１月15日に大運動場

への扉を開放しても外へ出ようとしませんでした。そして、この日から長い長いワ

ルダーとの根比べが始まりました。2月に入ると体全体が外に出るまでになりまし

たが、もう少し離れてくれないと扉が閉められません。引き続き訓練を続け4月頃

には扉から１メートル程離れるようになりました。

4月14日の休園日にいよいよ運動場へ閉め出すことにしました。いつも通り

ワルダーを運動場に誘導して扉を閉めました。しかし、ワルダーは大量の「おじけ

便」（驚いた時にする軟便のこと）をして一向に落ち着く気配がありません。夕方

に寝室へ収容するとやっと落ち着きましたが、翌日は運動場へ一歩も出ません

でした。

また一から出直しです。それ以降、狭い寝室では体も汚れがちになり、爪の形

も悪くなっていきました。体を洗ったり、爪を削って形を整えたりするなど体の手

入れは欠かせない日課となりました。なだめたり時には叱ったりして訓練を続け、

ようやく2015年の春頃には扉から１メートルほど出るようになりました。何とか扉

を閉められる位置まで進んだ頃には、訓練を開始して2回目の秋が訪れていまし

た。私たちはこのままではワルダーが納得して運動場へ出ることはないと判断し

て、もう一度運動場へ閉め出すことにしました。

今回は前回のような失敗を繰り返す訳には行きません。そのためワルダーが

運動場に慣れるまでは夜間も出したままにする方針で臨みました。また、さくらの

成長に伴い、アヌラ・さくら母子を広い大運動場へ移動させ

る計画もあり、この機会にワルダーを小運動場へ移動させる

こととしました。

10月13日の休園日に閉め出しを行いました。案の定、し

ばらくは「おじけ便」をして落ち着く気配はありませんでした

が、午後になると幾分平静を取り戻して餌を食べたり砂浴び

をしたりするようになり、深夜には横になって寝ました。翌日に

は落ち着きも増して行動範囲も拡がりました。そこで早々に

小運動場への移動に取り掛かりました。運動場間の扉を開

放し、小運動場に餌を設置して様子を見ます。最初は緊張し

た様子でしたが、翌日の夜には小運動場へと移動しました。

５　移動訓練の終了

小運動場に馴らすために2日間過ごさせた後、10月21日の夕方に寝室への収容を試みましたが入ろうとしませんで

した。私たちは今までの訓練の中でワルダーの慎重すぎる性格や、その時々の気分や状況によるワルダーの動きや反

応をある程度把握できるようになっていました。餌での誘導を基本とし、扉を閉めるタイミング（扉はゆっくり閉まるので、

タイミングが悪いとワルダーは運動場へ出てしまいます）などはその経験を生かしてワルダーと対話しつつ訓練を続けま

した。そして！

ついに、11月22日の夕方、私たちの「入れ」の指示に従って寝室へ入ったワルダーは、扉が閉まり出してもその場に

とどまり動きませんでした。その日を境に本来の生活パターンが確立され、ワルダーの2年以上にも及ぶ移動訓練は終

了しました。

（飼育第一係3班　佐藤　正祐）
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ハクトウワシの頭が白いことは皆さんご
存知かと思います。当園で飼育しているキ
ティーとキャロルの2羽のハクトウワシも、も
ちろん白いですがそれはつい最近になって
のことです。2年前までキャロルは頭が茶色
でした。それはキャロルがまだ幼鳥だったた
めです。お客さんにはオスとメスだねとよく
勘違いされていましたが…。

ハクトウワシの頭は3歳くらいまでは茶色
で、3歳半くらいから少しずつ白くなってきま

す。そして５歳になるころに真っ白に
なるのですが、これは成鳥になった
ということです。最近では遠目からで
は見分けるのが困難になってきまし
た。もし、見分け方が知りたい方は
飼育係までお声掛けください。

大きなカバとは対照的に大口開けて威嚇
しても「可愛い～」と言われてしまうコビトカ
バ。だがそれはきっと、お口の中をちゃんと
見たことがないから言えるのです！

綺麗なバラには棘がある、可愛いカバに
は牙がある！ 右の写真を見て下さい。解剖
学的には犬歯にあたるこの上の2本の歯、
下の歯と擦れ合わさって研磨され、意外と
鋭いんです。

暖かい日には小梅ちゃんが収容時間に

なっても外で爆睡していて、「おうち帰るよ
～」と呼んでも部屋に戻って来ないことが
あります。そんな時はデッキブラシ片手に起

こしに行くのですが、彼女は本
来臆病で何かあるとすぐ口を開
けて威嚇してくるので、実は内
心ドキドキなのです。しかしそん
な私のドキドキをよそに、ブラシ
で擦られることが大好きな小梅
ちゃんは、ブラシで「起きて～」と
トントンすると二度寝してしまう
有様…。はて、どうしたもんやら。

動物には成熟するとオ
スとメスが外見ではっきり
区別できる種と、そうでな
い種があります。その他、
普段は成熟したオスとメス
では外見上違いがないの
に、ある時にだけ性差が
現れるという種も存在しま
す。多くの場合、そのある
時というのは繁殖期のこ

とが多く、これを「二次性徴」といいます。
この二次性徴は、特に魚類や両生類に

多く見られます。両生類のイモリの仲間で
顕著にこの二次性徴が見られる種が、自

然動物館両生類コーナーにいる「クシイモ
リ」です。クシイモリのオスは、繁殖期になる
と劇的に体の形や色が変わります。普段は
濃い褐色に黒い斑点が全身にある体色
で、メスとの違いはほとんどありません。しか
し、繁殖期に入ると、オスは背面の中心に
ひれ状の帯ができ、尾は縦方向に肥大化
し、尾の側面にそって白い筋が入ります。
（「婚姻色」といわれます）

繁殖期は12月から3月ごろなので、違い
を見に来て下さいね。

カンガルー舎で仕事をしていると来園者
の方々の色 な々つぶやきの声が聞こえてき
ます。それらのつぶやきにはしばしば誤解が
あるので、この場を借りてトップ3を紹介し真
実をお伝えします。

第3位
「灰色のヤツがいるけど、あれ子ども
なのかなぁ」

いえいえ、灰色でも立派な大人がいま
す。特にメスで灰色の毛色が出る傾向
が強いです。

第2位
「小さいのがいる。あれはみんな子ども
だよぉ」

確かに子どもは小さいです
が、メスは成長してもオスと比
べると1/3程の大きさにしか
なりません。

第1位
「パンチされるぞ、キック
されるぞ」

ウ～ン、テレビの影響で
しょうか、これがダントツで1番
ですねぇ。確かにカンガルー
はキックやパンチを繰り出しますね、特にオ
ス同士。でもキック、パンチのうちはじゃれ

あっているのであって、本当の喧嘩のとき
はグゥァーッと取っ組み合って地面に押さえ
込んでしまうんですねぇ。そうすることによっ

て群れの中での順位を付けてい
るのだと思います。ですから、ヒト
である私は今まで一度もパンチも
キックもされたことはありません。

まだまだいっぱい不思議な、ま
た誤解されている動物たちがいま
す。そういう動物たちのことをよく
知ってもらうためにもっとガンバラ
ネバ。

みなさんは、メダカの赤ちゃんに私たちと
同じ「へそのお」があると聞いたらビックリし
ませんか？実は世界のメダカ館で飼育展示
されているたくさんの種類の中で、胎生メダ
カと呼ばれるグループの赤ちゃんには、「へ
そのお」が付いたまま生まれてきます。普通
メダカは、卵を産む卵生ですよね。でもメキ
シコなど一部の地域に生息している胎生メ
ダカのグループは、母親のお腹の中で「へ
そのお」を通して母親から栄養をもらって育

ち、生まれてきます。これは、生息地の標高
が2～3千メートルと高く、卵ではなく母親の
お腹の中で胎児を育てて出産する方向へ
と進化したのではないでしょうか。でも私た
ちヒトの「へそのお」とは
ずいぶん異なり、何本
にも別れた長い袋状の
形で、しばらくすると取れ
てしまいます。展示水槽
に生まれたばかりの赤
ちゃんがいたら、「へその
お」が付いているか、見
つけてみるのもおもしろ
いですよ。

平和公園のハウス内には、春を今か今
かと待ちわびているユーカリがあります。そ
れは補植用のユーカリの苗です。苗といっ
ても30センチメートルくらいの小さいもの
ではなく、2メートルくらいある、1年間かけ
て鉢で生育させた大鉢苗です。この苗は
台切り剪定をした圃場にできる、枯死した
株や生育の悪い株を除去してできた隙間
に植えます。（台切り剪定とは、餌として用
いるユーカリの枝を効率よく採取するため

に、1.5～2メートルの高さで幹上部を切り
落とす剪定方法）

台切りした
直後の圃場は
幹だけの株ば
かりなので、一
見どんな苗を
植えても生育
しそうなのです
が、ユーカリは
1 年で3 ～ 5
メートルも生長
して密に枝が
張るため、小さ

な苗を補植に使って生育させるのは困難
なのです。

そこで活躍するのが大鉢苗です。植栽
する時点で台切りされた株と同程度か、そ
れ以上の樹高があるので、周りの株に負
けずに生長してくれます。1年間の鉢での
生育が圃場での活着率を上げるのです。

植栽の時期は4月頃で、植栽後2年も
すると樹高は8メートルほどにまで伸び、餌
用の枝も採取可能な立派なユーカリとな
ります。

▲2014年4月のキャロル（茶色）

▲2016年1月のキャロル（白色）

▲下側がメス、上側がオス。オスにだけひれ状の帯が
背中に現れ、尾の側面に白い線が入っている。

▲胎生メダカ 
アメカ スプレンデンス

うまれたばかりの
赤ちゃん
顕微鏡撮影

▲

飼育第二係2班
藤谷　武史

飼育第二係３班
水野　展敏

飼育第一係2班
三宅　明生

飼育第一係1班
加賀谷　優子

飼育第一係4班
米川　安弘

飼育第二係1班
山本　光陽

イモリの
繁殖期変化
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ハクトウワシの頭が白いことは皆さんご
存知かと思います。当園で飼育しているキ
ティーとキャロルの2羽のハクトウワシも、も
ちろん白いですがそれはつい最近になって
のことです。2年前までキャロルは頭が茶色
でした。それはキャロルがまだ幼鳥だったた
めです。お客さんにはオスとメスだねとよく
勘違いされていましたが…。

ハクトウワシの頭は3歳くらいまでは茶色
で、3歳半くらいから少しずつ白くなってきま

す。そして５歳になるころに真っ白に
なるのですが、これは成鳥になった
ということです。最近では遠目からで
は見分けるのが困難になってきまし
た。もし、見分け方が知りたい方は
飼育係までお声掛けください。

大きなカバとは対照的に大口開けて威嚇
しても「可愛い～」と言われてしまうコビトカ
バ。だがそれはきっと、お口の中をちゃんと
見たことがないから言えるのです！

綺麗なバラには棘がある、可愛いカバに
は牙がある！ 右の写真を見て下さい。解剖
学的には犬歯にあたるこの上の2本の歯、
下の歯と擦れ合わさって研磨され、意外と
鋭いんです。

暖かい日には小梅ちゃんが収容時間に

なっても外で爆睡していて、「おうち帰るよ
～」と呼んでも部屋に戻って来ないことが
あります。そんな時はデッキブラシ片手に起

こしに行くのですが、彼女は本
来臆病で何かあるとすぐ口を開
けて威嚇してくるので、実は内
心ドキドキなのです。しかしそん
な私のドキドキをよそに、ブラシ
で擦られることが大好きな小梅
ちゃんは、ブラシで「起きて～」と
トントンすると二度寝してしまう
有様…。はて、どうしたもんやら。

動物には成熟するとオ
スとメスが外見ではっきり
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し、尾の側面にそって白い筋が入ります。
（「婚姻色」といわれます）

繁殖期は12月から3月ごろなので、違い
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しょうか、これがダントツで1番
ですねぇ。確かにカンガルー
はキックやパンチを繰り出しますね、特にオ
ス同士。でもキック、パンチのうちはじゃれ
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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2９年5月31日、動物取扱責任者：橋川　央

レーグマはクマ類では一番体が小さい種類です。
高い木々が密集する東南アジアの熱帯雨林に暮ら

し、地上と樹上で活動しています。５０ｍ～６０ｍの高さであればスイスイと登り、樹上でドリアンやイチジクを食べ、アリやハチ
の巣を襲います。そのために、やわらかい関節や曲がった爪、長い舌をもち、唾液はベトベトしています。マレーグマはどこか
“おっとりした”雰囲気がありますが、これは野生でも温暖で食べ物が豊富な環境に暮らしているせいかもしれません。また寒
い地方に生息するクマとちがって冬眠しないので、多くの脂肪を貯える必要がありません。
東山動物園には現在、４頭のマレーグマがいます。1994年に来園したマー君（雄）と2004年に来園したマー子（雌）、そし

てその間に生まれた第三子マーチン(雄)、さらに昨年８月２７日に生まれたばかりの第四子マーネ（雌）です。両親の相性はと
ても良く、飼育員の努力もあって、2005年と2008年にも1頭ずつ２頭の雌を繁殖しています。

生のマレーグマはIUCNによれば「過去30年間で少なくとも30%減少しており、今後も同じペースで減少が続き、
「生息数は１万頭くらい」と推測しています。その原因としては森林の破壊に加えて、クマの手・胆汁を得るために、さら

にはペットとして捕獲するための密漁や違法な取引きがあげられます。攻撃性が低いマレーグマの性質を考えると生息地で
はかなり危険な状態であるといえます。マレーグマの保全のためにも、動物園でマレーグマの繁殖を積極的に進めていくこ
とは重要な使命と考えています。

（動物園　黒邉　雅実）

マ

野

後肢の皮膚炎と傷

退院したプレーリードッグたち 展示場の巣穴の入り口

マー子（左）とマーチン（右）

東山動物園の北園アメリカ大陸コーナーにはオグロプ

レーリードッグの展示場が２つあります。この展示場には土

が厚く敷かれているので、プレーリードッグは巣穴を迷路の

ように自由に掘り、より本来の生態に近い状態で生活でき

るようになっています。

ある日、その１つに暮らす７頭のプレーリードッグの家族

がある皮膚炎にかかってしまいました。その皮膚炎は手足

に限定されていて、赤く腫れ、痒さのため自分で咬んだり

引っ掻いたりして傷を作り出血していました。すぐさま捕獲

して動物病院へ連れていき処置をしました。患部の周りの

毛をバリカンで刈った後に消毒薬入りの薬液で手足を洗

い、抗生物質や抗真菌剤、抗炎症剤の入った薬を塗りま

した。毎日薬を塗るために、しばらくの間、７頭は動物病院

に入院することになりました。入院してすぐに手足の腫れ

は引いて2週間もすると傷も治癒しはじめ全頭が完治しま

した。

検査の結果、今回の皮膚炎の原因はカビなどの真菌

の皮膚への感染でした。真菌は環境中のどこにでもいる

のですが、それが温度や湿度、風通し、汚れなどの様々な

要因が重なってしまい今回の巣穴の中で増殖してしまった

ことが原因と考えられました。そのため、入院している間に

展示場の土を全部掘り起こして迷路のような巣穴をすべ

て壊したあとに、消毒薬で土壌を消毒しました。

後日、退院して展示場に戻ったプレーリードッグたちは

家(巣穴)が無くなったことにショックを受ける暇もなく、すぐ

にまた土を掘り、巣穴を作り始めました。今度は風通しが良

く真菌が増殖しないような家(巣穴)を作ってくれることを期

待しています。

（動物病院　佐藤　康弘）

レッドリストとは、IUCN(国際自然保護連合)が1988年から刊行している
世界で絶滅の恐れがある野生生物種のリストです。2015年2月においては
7,713種が「絶滅の恐れのある動物種(脊椎動物)」として掲載されています。

AnimalRED LIST
東山動物園のレッドリスト動物 Vol.11

プレーリードッグの家族を襲った災難

VU
2015 IUCN
レッドリスト

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

マレーグマ
分　類：哺乳綱　食肉目　クマ科

学　名：Ursus (Helarctos) malayanus　英　名：Malayan Sun Bear

分　布：東南アジアの熱帯林
　　　　（インド～ミャンマー、中国南部～マ

レー半島、ボルネオ島、スマトラ島など）
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ウメ ツバキ

水車 温室

今でも実が見られますよ！

スタッフが授粉しています

フォザギラ　マヨル

クロバナロウバイ

フォザギラ　モンティコラ

植物は自分の力で住む場所を移動で
きませんが、花粉やタネの状態のときにそ
のチャンスがあり、それぞれの戦略で子孫
繁栄を目指します。ただ、温室は制限され
た環境であるため、タネをつくることでも思
うようにはいきません。「花が咲き」「タネが
できる」といった本来の姿やその過程を見
て、皆さんが「気軽に楽しめて」「学べる」
ようにスタッフは頑張って管理しています
し、そのような場所が植物園であると思っ
ています。

今回ご紹介するのは、皆さんおなじみの
バニラです。バニラはラン科の植物です。
知らなかった人でもバニラアイスといえば
身近に感じられるのではないでしょうか。ア

イスクリームの甘い香りの正体が「バニラ
ビーンズ」つまりバニラの種などが発酵し
たものになります。

例年、バニラの花は4月頃から次々に
咲いてきます（今年は2月から咲いていま
す）。そのままの状態ではタネができないの
でスタッフが授粉していて、そのうち成功し
たものが半年ほどかけて生長していきま

す。今でも昨年の花からついた実を見るこ
とができますよ！水、肥料やりの他にも開
花の調査や授粉など1年を通して植物を
よく観察しながらその生長にあわせて育て
ているのです。

アメリカ産の植物が集められています。
聞きなれない名前の植物ばかりで発音も
上手く言えませんが、植物
の特徴や性質、生長を
観察しながら手探りの状
態で日々の管理を行って
います。

バラ園からアメリカ園へ
と向かう通路沿いには、斑
入りの葉が特徴的なアメ
リカイワナンテン。葉に香
りがあるシロコヤマモモ。

枕木花壇にあるもの
で、花に香りがあるのはク
ロバナロウバイとニオイロ

花に特徴があり花火のように咲くフォザ
ギラ モンティコラ、フォザギラ マヨルなど数
十種類のアメリカ産の植物が植栽してあり
ます。

4月頃から徐々に花が咲いてきますので
楽しみにしてください。

ウバイ。前者は葉の両面に毛が無く、黒紫
色の花はイチゴのような香りがします。後者
は葉の裏に短い毛が密生し、緑色の花は
メロンのような香りがします。

指導園芸係
平林　和也

指導園芸係
水谷　有孝

３月となり少しずつ、暖かさが感じられる日が多くなり、春の花の季節が待ち遠しくなってきています。この冬
は、例年に続いて暖冬傾向であったので、気温に正直な植物の花々は、時節をいつもよりずっと早く咲かせて
きています。

現場を管理している職員に毎年の花が咲いた時期を聞いてみると、約１ヶ月程度早くウメやツバキが花を
つけてきています。ツツジにいたっては、数ヶ月もはやく昨年末にも暖かい場所で花が咲いてしまったものも
あります。春に咲く多くの花々については、一定期間それぞれ植物に必要な寒さにあたることで芽がふくらみ
はじめるきっかけとなります。このところの暖冬でこのしくみがうまくいかなくなってきてしまっているようです。

さて、奥池の合掌造りの家の近くにありました水車が１年以上前からばらばらに壊れ、外したままになって合
掌の見慣れた景色が残念なことになっていましたが、この度、東山ライオンズクラブ様のご支援をいただきまし
て新しく水車を据え付けることができました。新しい木の水車と合掌造りの家、奥池の取り合わせは、日本を感
じる美しい景観となって甦りました。これまで以上に大切にしていきたいと思っています。ありがとうございました。

工事中の重要文化財である温室は、現在解体と主要な骨組みである鉄骨の修繕となり、開園した昭和
12年当時の姿に戻すための調査を慎重に行っているところです。このため、今は当時最新の技術であった
電気溶接のみを用いて造られた鉄骨の美しい骨組みが外側からも見えています。これからまだ数年かけて復
原にとりかかります。準備作業も含め大変な労力が必要ですが、市民の財産として守っていくことが必要と考
えています。

まもなくサクラの季節になると人 も々なんとなく明るくなってくるようになります。一足はやくから春を感じる植
物園へ是非お出かけください。

（植物園長　藤井　辰則）

まもなく花の季節がやってくる

植物園の仕事

アメリカ園

植植物物管管 人人人理理 だだよよりり
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木っとZOOM

植物会館１階のガイドステーションにて午前
10時30分から受付。案内を希望する場所
や、植物はお気軽にご相談を。また人数が多
い場合は事前予約をお願いします。

東山植物園ガイドボランティア

●１月５日（火）～１月31日（日）

「ガイドボランティア作品展」を
  開催しました！

植物園ガイドボランティアさんたちの日頃の研究の成果
や「絵画」「俳句」「書」「陶芸」「写真」など幅広い分野
の作品を展示しました。
見応えのある作品が勢ぞろいした会場は、とても賑やか
でした。

期間中は作品展関連の教室も開催されました。

「とっておきの１枚」を集めた写真集。写真に添えられ
たコメントには、ガイドさんの個性がキラリ☆

力づよい筆使い。今年
も大切にしたい言葉で
すね。→

「身近な自然を知る・その不思議
さに気付く。自然観察の楽しさを
伝えた一年」・・・ガイドさんならで
はのメッセージ。

↑どんぐりの「かくと」
（帽子の部分）を繋
いで作った「いも
虫」。動きがあってと
ても楽しい作品。

三つに枝分かれした先に控えめな黄色い花をつける三椏。
名前の由来はその名の通り、三つに分岐するので三椏または三股

より命名されたらしく、姿と名前が一致していて覚えやすい木です。
原産地は中国中南部からヒマラヤにかけてですが、日本にも昔から

あるらしく、万葉集の句「春さればまづ三枝の幸くあらば後にも逢はむ
莫恋ひそ吾妹」柿本人麿の中の三枝が三椏のことではないかと言わ
れています。
当植物園も「万葉の散歩道」の中で展示しています。

三月頃に、葉より先に黄色い小花を20から30個丸くかた
まってつけます。
別名として、春に黄色い花が咲くから「春小金花」、秋に
鮮紅色に美しい実をつけるから「秋珊瑚」とも呼ばれます。
日本へは、享保七年（1722）に薬用として朝鮮より小石
川植物園、駒場薬園に種が植えられたのが始まりとされてい
ます。なお、現在でも薬用として果肉部分が用いられ、強壮、
補腎、めまいなどに効能があるようです。
ちなみに、和名の由来は漢名を音読みしたものでサンシュユ。シュユは茱萸（グミ）に該当し、山にある茱萸

（グミなどの赤い実が垂れ下がるものの総称）が元といったところでしょうか。漢字の方がなんとなくわかりやすい
気がします。

先ほどの山茱萸が黄色に色づくと、連翹も咲きだし、黄色
い花が植物園にもあちこち見られるようになります。
この名前の由来を調べると、翹の意味は鳥の長い尾羽の
ことであり、連なって伸びた枝に花がつくのを鳥の長い尾羽
にたとえたものかなと思いきや、どうも別の植物に当てた名の
誤用であり、その音読みのレンギョウで定着したようです。
さて、連翹は古くから栽培されていたようですが、昔から鑑賞
よりも薬用を目的とし、現在でも果実を「連翹」として利用して
います。　
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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。

植物園 春の黄色い花たち

ミツマタ （三椏）
【4月上旬／早春の小径（万葉の散歩道）】

サンシュユ （山茱萸）
【3月中下旬／早春の小径】

レンギョウ （連翹）
【3月下旬／野原ビオトープ付近】

の春
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マレーグマシャクナゲ ‘ジョイフル・デイ’
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