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犬種によってかかりやすい病気があり、 それを知っておく
ことで、早期発見・予防につながります。
そこで、犬の散歩をしている時によくであう代表３種、プー
ドル、チワワ、ダックスフントについて調べてみました。

犬で多いのは、 インスリンを出
す膵臓のランゲルハンス島 ( 右
図参照)という部分が破壊され、
インスリンが不足することでお
こる糖尿病です。遺伝や体質は
関係なく、急激に病気が進行す
るのが特徴です。

先天的で、脳の第三脳室や側脳
室という部分 ( 右図参照 ) に脳
脊 髄 液が過 度に貯 留すること
で、脳組織が圧迫され、圧迫さ
れた部 分の脳が受け持つ機 能
が障害されます。

８歳くらいからみとめられます。
初期には多飲多尿、元気消失な
どがみられ、病気が進行すると
嘔吐、食欲不振がみられます。
合併症や脱水が重なり、対策が
遅れると、昏睡状態になり死亡
することがあります。

膵臓のランゲルハンス島からインスリンは分泌されるので、 膵
炎は完治する必要があります。
また肥満の犬 、未避妊の雌犬の発情休止期に発症する可能性
が高いため、気をつけることが好ましいです。

ミニチュアシュナウザー
シベリアンハスキー
ダックスフント
ラブラドールレトリバーなど

膵臓
側脳室第三脳室

十二指腸

胃

脳室部分だけを背側から見た図

脳全体を側面から見た図
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犬 種別かかりやすい病気

プードル かかりやすい病気・・・糖尿病

チワワ かかりやすい病気・・・水頭症
原因�

原因�

症状�

予防�

意識障害・ 眼球が意思に関係なく動く・ 睡眠時間が異常に長
いなど

症状�

その他、糖尿病がみられやすい主な犬種



遺伝なので予防はできません。

予防�

最も信頼性の高い検査は
CT( コンピュター断層撮影 ) と
MRI( 磁気共鳴画像診断 ) です

診断�

ブルドッグ
マルチーズ
ミニチュアダックスフント
ポメラニアン

パグ
シーズー
ヨークシャテリア

水頭症になりやすいその他の犬種

＊ チワワでは先天性が多いですが、水頭症は、後天性におこる
こともあります。

ダックスフントは背が上に高く伸びないように交配されてきた
犬種で、椎間板の髄核 ( 下図参照 ) が外力に対してもろくなり
とびだしてしまいます。これを分類上ハンセンⅠ型と呼び、短
脚種に多いのですが、髄核にあわせて線維輪も飛び出す、ハン
センⅡ型もあります。
通常脊椎の頸椎 (C 2～ C 3) 、胸椎 (T 11～ T 12) 、腰椎 (L 1
～ L 2) に多発します。( 下図参照 )

頸椎 (C 2～ C 3)

胸椎 (T 11～ T 12)
腰椎 (L 1～ L 2)

ダックスフント
かかりやすい病気・・・椎間板へルニア

圧迫された脊髄

線維輪の
突出髄核の逸脱

背側線維輪
の断裂

ハンセンⅠ型
（椎間板逸脱症）

ハンセンⅡ型
（椎間板突出症）
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原因�



無症状～いたみ～前後足のマヒ
～突然の呼吸停止など、症状の
程度は様々です。

症状�

ありません。

予防�

短脚や胴長の犬種で多く見られます。
フレンチブルドック
シーズー

ウェルシュコーギー
ペキニーズなど

椎間板ヘルニアになりやすいその他の犬種

犬はヒトと違い、純血に近いほど、犬種別の病気があてはま
りやすいので、それぞれの病気を獣医が知っておかなければ
ならないのはもちろんですが、飼い主さんにも知ってもらう
ことで、早期発見・予防につながっていきます。
犬の治療は人のような保険はきかないので、 経済面からみ
ても、 役立つ予防とそれに関する知識はこれからどんどん
浸透していくといいと思います。
何よりも愛するペットと一日でも長く幸せに暮らしていけ
るように。

● 参考文献
「 ブリード別犬がかかりやすい病気 」
インターズー、浅野妃美　浅野隆司著
● 写真
pro.foto

犬種別かかりやすい病気

最後に…
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日本では、犬や猫の殺処分が問題となっています。飼い主
から犬や猫の引き取りがある理由に、多頭飼育の崩壊や経
済上の理由、飼育禁止場所で飼っていた、飼い主が高齢で
飼えなくなった、 ペットが病気になって看れなくなったな
ど、様々なものがありますが、残念ながら人間の都合が多く
を占めているのが現状です。しかし、昭和49年には犬猫合
わせ年間120万頭以上が殺処分されていたのに対し、現在
では20万頭を下回っています。それは、多くの人の努力に
よって実現しています。では、具体的に、どのようにして不
幸な犬や猫は減っているのでしょうか。
神奈川県にある川崎市動物愛護センターを訪ね、角所長に
お話を伺いました。

「 ここでは合計20名の職員が、飼育破棄、野良猫、多頭飼育の崩壊
など様々な理由でセンターに来た犬猫の保護や返還、譲渡、動物愛
護教室を通じた普及啓発活動をはじめとして幅広く活動していま
す。当センターでは、昨年から犬の殺処分数ゼロを達成しています。
これは、飼育ボランティアや愛護団体、病院などの協力があったこ
とが大きいです。犬や猫を飼う人は増えたものの、市民の終生飼育
に対する意識が高く、 捨て犬や迷い犬を減らす事ができたのだと
思います。」

文 / 小谷幸穂

行 き場のない動物達を減らすために

Q センターでは、なぜ殺処分数を減らす事ができた
のですか？

「 飼えないならば、最初から飼わないこと。飼っていれば、最後まで
面倒をみること。これが一番大切です。また、職員以外にもボラン
ティアの方の中には、元々ペットを飼っていた人や、趣味として楽
しんで参加する方が多くいらっしゃいます。 ボランティアを通し、
様々な命との出会いやかけがえの無い経験を得るため、長く続け
る人は多いです。私たちは意見交換をするなど、相互に協力し合っ
て活動しています。」

Q 私たちができることはなんですか？

「 今後、人もペットも高齢化になると言われています。このため、さ
らなる成犬譲渡の推進や、 猫の不妊手術の普及啓発がセンターの
課題です。そのためには、ボランティアや動物愛護団体との連帯は
もちろん、インストラクターや獣医師等、教員の育成も不可欠なの
です。飼い主の方は、老犬の介護セミナーなどに参加していただく
のも１つの方法です。」

Q 今後のセンターでの課題はありますか？

「 センターでは、 殺処分ゼロだけを意識するというよりは、「 助け
たい 」という気持ちで取り組んでいます。やむを得ず殺処分しなけ
ればならないときは、獣医師の負担はとても大きいし、葛藤もあり
ます。ペットとの間に様々なトラブルを抱えた飼い主とのコミュニ
ケーションも難しいですが上手くできなければなりません。しかし、
犬や猫の里親になった人から感謝の手紙がきたり、最初はストレス
で毛が抜けていた犬が里親に引き取られた後 、 徐々に毛並みがよ
くなって元気になったなど、救われた犬や猫をみたときはやりがい
を感じました。」

Q センターで働く方は、どんな気持ちで犬や猫の命
と向き合い、日々活動されているのですか？



犬は、一日3回の散歩をし、昼は職員の目が行き届く場所
で、夜は寝室で過ごします。 センターに来た犬や猫は飼育
放棄された過去や、 問題行動ゆえに飼い主につらくあたら
れた体験を持つ事が少なくないため、人に警戒心を抱くこ
とがあります。このため、それぞれの動物の状態や行動に合
わせ、部屋をセッティングしたり、担当する職員を変えたり
と様々な工夫がされています！
センターにやってきた動物は、 皮膚病や骨折などを煩って
いることがあるため、治療が必要な場合が多いです。犬猫の
動物病院と連携し、獣医師により動物の治療が行われます。
他にも、獣医師は検疫や不妊手術をします。また、生まれて
間もない子猫だと、 譲渡するためには離乳をしなければな
りません。 他にも、日々の健康管理やシャンプーは動物の
病気を防ぐ為に不可欠です。これらはセンターの職員の他、
ボランティアの協力の元行われます。取材時には、2頭の猫
の不妊手術が行われていました！

センターの動物の日々 寝室の間取り図です。
犬の状態や性格によって、
配置が異なります。

散歩も毎日３回行います。
犬の状態により、散歩の担
当 者を分けるなどの工 夫
がなされています。

獣医師は猫の不妊手術
を行います。

昼間は、事務所や事務
所の隣で過ごします。

新しい飼い主を待つ猫
が並びます。
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犬や猫を救うためにボランティアや愛護センターなど多く
の人が活躍していることがわかりました。 その一人一人が
日々賢明に命と向き合っているからこそ、一丸となって取
り組まれていることと感じました。 罪の無い動物達を助け
たい一心で取り組まれる様子をみて、 動物が好きなだけで
はできない大変な仕事なのだろうと思いました。また、取材
中 、飼い主を待つ多くの犬や猫を目の当たりにしました。
このような犬や猫が今の日本ではまだまだたくさんいるこ
とが、とても悔しく思えます。この現状を、少しでも多くの
人に知ってもらいたい。 この記事が動物達のために何がで
きるか、何をするべきか考える小さなきっかけになることを
願っています。

取材を終えて

● 取材協力
川崎市動物愛護センター
● 参考
環境省ホームページ

動物愛護センター



ペットの洋服 ペットの洋服

洋服を着た犬を見かけることも最近では珍しくなくなりま
した。ところで、本来洋服を着ていない犬に着せることに関
して、様々な場でその是非が語られています。実際にはどう
なのでしょうか？ 私なりに考えてみたいと思い、洋服を着
せることで体の表面温度がどう変化するのかを、2種類の素
材の服とサーモグラフィー（ NEC 社製 TVS- 200 ）を使い
実験しました。実験に参加したのはトイプードルのぶーちゃ
ん（ ♂、10歳 ）です。

①�洋服を着ていない状態
②�綿95％、ポリエステル5％の洋服を着用
③�100％カシミアの洋服を着用

この３条件で各々同じ手順で、散歩前後の腹部と耳の表面
温度を測定しました。

文 / 上田祐子

犬 の洋服

ぶーちゃん（ ♂、10歳 ）

綿服着用
ぷーちゃん

カシミア服着用
ぷーちゃん

カシミア服着用時
運動前の耳の状態

カシミア服着用時
運動後の耳の状態

サーモグラフィによる画像
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この実験を通して、洋服を着せる際には目的や犬種、天候、
愛犬の健康状態などを考慮し、愛犬に負担をかけないよう
に注意することがとても大事であると実感しました。 特に
夏場は、 厳しい日差しでアスファルトは非常に高温になっ
ています。アスファルトから遠いところに身体がある人間さ
え暑いのに、地面により近い犬はどうでしょうか。太陽から
の熱に加え、 アスファルトからの熱の影響を全身に受けや
すいことが、容易に想像できます。
では犬の体温調節はどのように行われているのでしょうか。

皮膚に水分の多い汗を直接分泌するエックリン汗腺は、毛
から独立して存在し犬では肉球に存在します。 そのため人
間のように全身に汗をかくことができません。 その代わり
にパンティングと呼ばれる「 ハァハァ」とする激しい呼吸に
より唾液を蒸発させ、体温を調節しています。 これらのこ
とから、犬は人間よりも体温調節が苦手な動物であること
がわかります。よって、犬の暑さ・寒さの感覚を人間と同じ
ように考えていると、 熱中症などの思わぬ病気や事故に繋
がる恐れがあります。特に暑さに弱い犬には、短頭種（ パグ
やブルドッグ ）や寒い地域原産の犬（ ハスキーやサモエドな
ど ）、老齢犬、子犬などが挙げられ夏場の散歩には注意が必
要です。早朝や夕方の涼しい時間帯が散歩に適しています
が、夕方のアスファルトはまだ熱い可能性があります。散歩
前に手で触ってみることで熱くないか確認し、肉球の火傷
予防をしましょう。
一方寒さに弱い犬には、暖かい地方原産の犬（チワワなど）、
被毛の短い犬（ イタリアン・グレイハウンド、ミニチュア・ピ
ンシャーなど ）、短頭種の犬（ パグやブルドッグなど ）、シン
グルコートの犬（パピヨン、マルチーズなど）が挙げられます。
洋服を着せることで体温が上昇することを踏まえた上で 、
愛犬との生活を楽しんでいただきたいと思いました。
また、今回の実験では被験体が一匹のみで、一般的な結論
を言い切れるものではありません。 今後もこのような研究
を続けていきたいと思います。

実験を通して

まず腹部の温度は、綿服着用時により広い範囲で37度以上になっ
ていることが分かりました。 これは、カシミア着用時よりも広い範
囲でした。しかし、運動前後の腹部温度の上昇率は、

服なし（0. 44°）＜カシミア（0. 62°）＜綿（1. 71°）
となり、カシミアが最も上昇率が高いと予想していましたが、異な
る結果になりました。　次に耳温度の運動前後の上昇率は、

服なし（1. 41°）＜綿服（1. 57°）＜カシミア（3. 64°）
となり、カシミア着用時に洋服を着ていない時に比べ、2. 23° も高
くなっていました。
耳温度では、カシミア着用時に明らかな差が見られたのにも関わら
ず、腹部温度で僅かな差しか見られなかったのは、ぶーちゃんが垂
れ耳のためではないかと考えまし
た。垂れ耳だと、気温や風の強さ、
湿度などの影響が体表面温度とし
てでにくいと考えられ、このために
カシミアの保温性の高さが顕著に
出る結果が得られたのだと考えら
れます。

● 参考文献
「 カラーアトラス獣医解剖学下巻 」カラーアトラス獣医解剖学編集
委員会監訳 チクサン出版社

撮影に使用したサーモグラフィ



愛犬のための手作りごはん 愛犬のための手作りごはん

手作り食というと皆さんはどのようなイメージを持つでしょ
うか。難しそう、毎日続けなきゃいけないのかな、手間がか
かりそう・・・ などのマイナスなイメージを持つ人が多いの
ではないでしょうか。でも、手作り食をうまく使うことが出
来れば愛犬と飼い主さんが楽しく暮らすための一つの手段
にもなります。
そこで今回は手作り食のメリットやポイントなどを紹介し
ていきたいと思います。

愛 犬のための手作りごはん
文 / 折田琴美

手作り食のメリットって？

手作り食のデメリットって？

● その子の体調や症状に合わせて調節することが出来る

手作り食は市販のドックフードと異なり、 食べ物の中に何が含ま
れているのかを飼い主さん自身がきちんと把握することが出来ます。
そのため、これをあげたら毛艶が良くなったからこのまま与えてみ
よう、これをあげたら便の状態が緩くなったからこの子には合わな
いのかも・・・ などと、その子の体調の変化に合わせて与えるもの
や量を変え、調節することが出来ます。

● 新鮮なものを与えることが出来る

飼い主さんが一つ一つ納得して選んだ食材を使うことで安心して
あげることが出来ますし、保存料や着色料などの添加物が含まれて
いない新鮮なものや栄養価が高い旬の食べ物をいつでもあげるこ
とが出来ます。

● ストイックにやると楽しく出来ない

⇒カロリー計算をきちんとして、正確にやろうとすると続けること
が難しくなりますし、 なによりも楽しんで作ることが出来ません。
手作り食のいいところは飼い主さんが自分と同じ食材（※）を使って 
ワンちゃん用のご飯も一緒に作ってあげられること。自分が食べ
たいものを作りながら、ワンちゃんのご飯も一緒に作ってあげま
しょう。 ※食べさせてはいけない食材を除く

● 手間やお金がかかる

⇒確かに市販のドライフードなどに比べ、手間やお金はかかります
が、それを毎日行わなければならないと考える必要はありません。
週に一度あげたり、ごほうびとしてあげたり、ドライフードのトッ
ピングとしてあげたりと自 分の生 活にあった方 法で与えてみま
しょう。

● 飼い主さんの愛情がたっぷり

手作り食の一番のメリットは飼い主さんの愛情がたっぷり入って
いること。 愛犬のことを想って作った手作りご飯を嬉しそうに食
べるその姿は、ワンちゃんの身体だけでなく、飼い主さんの心まで
元気にします。



作るうえでのポイント

注意が必要な食材

与え方に注意が必要な食材

● 食材のバランス

食材の割合は肉6～8：野菜2～3：穀類0～2 ぐらいで個体に合わ
せて幅を持たせながら提案しています。ですが、犬それぞれ身体の
大きさや状態は異なるため、一律に数字に当てはめることは出来ま
せん。これを目安にして、見た目の比率で与え、その子の状態を観
察しながら作るようにしましょう。またドライフードと同じ栄養量
を与えようとすると、食べきれないすごい量になります。一日です
べての栄養を取らせようとするのではなく、一週間くらいのスパン
で全体のバランスをとるようにしましょう。 栄養バランスの偏りが
気になる場合はサプリなどを使って補うことも可能です。

＜カロリー計算の仕方＞　
体重（kg）×30＋70＝エネルギー量

（ 補正 ）　生後4か月まで　× 3
　　　　生後4か月～成犬になるまで　× 2
　　　　活発な成犬　× 1. 6
　　　　活発でない成犬　× 1. 3
　　　　ダイエット中の成犬　＝エネルギー量 × 1. 0　

あくまでも目安ですので、体重の増減などの変化で調整していきま
しょう。

● ネギ類（玉ねぎ、長ねぎ、ニラ、アサツキなど）

溶血性貧血や血尿の原因になります。 スープの汁でも
避けるようにしましょう。

● チョコ

中枢神経興奮作用があるので、大量に食べると死に至ることがあり
ます。

● 生卵の白身

生の卵白に含まれるアビシンは腸内でビオチンと結合し、その吸収
を阻害します。ビオチン欠乏症になると、下痢、食欲不振、皮膚疾
患などの症状が生じます。

● 調味料（砂糖や塩など）

塩分や糖の過剰摂取につながったり、添加物が多く含まれているた
め健康に影響が出る場合があります。また強い刺激物である香辛料
やカフェインの入ったものも避けるようにしましょう。

● ナス科（ピーマンやナス等）

皮が厚いため火を通してから与えるようにしましょう。

● 穀物類

穀物類は火を通すことで消化がしやすくなります。

● 青魚

頭や内臓は取り除いてから与えましょう。 小魚の場合はそのまま
与えて大丈夫です。

● 肉の骨

与える場合は熱を加えずに、生のまま与えましょう。

ポイント

● ローテーション

メニューはローテーションしてあげましょう。同じものを続けてあ
げると栄養バランスに偏りが出てきてしまいますし、人だって毎日
同じものは嫌ですよね？

● 細かく、食べやすく

味付けは必要ありません。 人間と同じ料理から食事を用意する場
合、味付けする前の段階で分けておきましょう。また、野菜は消化
吸収しやすく食べやすくするために、細かく刻んだり、すりつぶし
たりしてしてあげてください。なお、野菜や骨付きの肉を生のまま

愛犬のための手作りごはん 愛犬のための手作りごはん



与えることも可能ですが、抵抗がある子もいるため、初めは少量か
ら食べさせて、様子を見ながら徐々に慣れるほうがいいでしょう。

（ 生食に関しては諸説あります。迷ったときは専門の獣医さんに相
談してください ）

● ドライフードとの併用

手作り食以外のご飯は食べられない状態にしてしまうと、ドック
ホテルに預けるときや、災害時など、手作り食を用意出来ない時に
ドライフードを食べてくれなくて困ることがあるかもしれません。 
1週間の半分はドライフードにしたり、 ドライフードのうえに手作
り食をトッピングするなど併用するようにしておきましょう。

作ってみよう！

手作り食を楽しもう！

今回は寒い時期にぴったりな豚汁の作り方を紹介したいと思いま
す。水分不足が気になる子には、豚汁や鍋などの汁ものはお勧めな
んです！飼い主さんが食べるときはこれに味を加えるなどすると
一緒においしく食べることが出来ます。

＊材料＊　（2kg のチワワの一食分）

豚バラ肉　20g
大根　10g
ニンジン　5g
ごぼう　5g
もやし　5g
こんにゃく　5g
だし昆布　1/ 4枚
減塩味噌　2g
白ゴマ油　2g
水　200cc

● こんにゃく

こんにゃくの97 ％は水分で栄養価はほとんどありませんが、グル
コマンナンと呼ばれる食物繊維は消化されずに腸まで届くため、腸
の動きが活発になり、腸内で体内の老廃物や毒素を吸収し、体外へ

排出する効果があります。

● ニンジン

人参の皮にはカロチンが非常に豊富で、ガンや
動脈硬化を抑える働きがあります。

● ごぼう

食物繊維が豊富で、整腸作用があり、コレステロールを抑え動脈硬
化を防いでくれます。

＊作り方＊

１ ． 鍋にゴマ油を熱し、豚バラ肉を炒める。一口大に切った大根、
ニンジン、ごぼう、もやし、こんにゃくを加えて炒め、水とダシ
昆布を加えて煮込む。

２・味噌を加えて完成！

手作り食のいいところはワンちゃんと飼
い主さんが同じものを食べて一緒に楽し
めるところ。
身体は食べ物から作られています。
大切な家族の一員であるワンちゃんと
一緒に安全でおいしいご飯を食べて、心も体も元気になり
ましょう！

● 取材協力
・株式会社カラーズ

〒150－0033
東京都渋谷区猿楽町17－10　代官山アートビレッジ 3－ B
TEL　03－6416－5679
http://www.green-dog.com

・青根未佳 ホリスティックケア・カウンセラー
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水族館の深海生物 水族館の深海生物

深海魚と聞いて何を想像するでしょう。 変な形 、奇妙な
顔・・・ 暗い暗い海の底、未知の世界・・・ なんだか興味が
湧いてきませんか？生物の世界では水深200ｍ以上の光が
届かない環境を深海と呼び、これは海の97～98％を占めま
す。つまり、海のほとんどが深海なのです。この未知の世界
を少しでも身近に感じさせてくれるのが水族館。 今回私は
新江ノ島水族館を訪れ、深海魚の飼育に携わっている杉村
誠さんにお話を伺いました。

まず、水深200ｍ程に存在する魚は漁師
さんの漁船に乗船させてもらい、底曳網漁
などに混じって捕獲された深海生物をも
らう、または、購入する方法があります。
深海と地上の圧力の変化によって浮袋が
出ていたり目が飛び出しているものは避けますが、腹部が膨れてい
る程度であれば総排泄腔からガスを抜いたり、口から海水を入れ人
工呼吸するなどして状態のいいものを選別します。エビやカニ類は
浮袋を持たないので圧力の変化は関係ありません。 深海は暗く冷
たい場所であるため、遮光する、寒い時期や早朝に行う、など環境
の変化による負担を少しでも減らす工夫をしています。 いかに良
い状態で持ち帰れるかが重要なのです。 さらに深い場所に存在す
る深海生物は共同研究を行なっているＪＡＭＳＴＥＣ（ 海洋研究
開発機構 ）の調査船に乗船し研究素材として捕獲した深海生物を
預かり、飼育しています。この場合は７日～10日間、船で生活す

深海の環境に少しでも近づけるために
様々な工夫を行っています。例えばサ
ツマハオリムシという生物は化学合成
をするバクテリアを体内に共生させています。生棲している環境と
同じ水温に保ち、硫化ナトリウムを添加することで硫化水素を発生
させます。また、炭素源として二酸化炭素を入れ、これらをもちい
てバクテリアが化学合成できる環境を作っています。 シロウリガイ
は深海の泥の中で生活するため泥から発生する硫化水素を使って
生息しています。この環境を再現するために泥の下にドックフード
を敷き細かい泥をかぶせることで嫌気状態を作り硫化水素を発生
させます。 よって、3日しか生きられなかったシロウリガイが170
日生存できるようになりました。ある程度の研究成果から推測し、
飼育を行なっていますが、まだまだ研究段階です。メンダコなどの
深海生物についても飼育方法は未だ確立できていないので自分た
ちで一から試行錯誤して飼育方法を探っています。 またＪＡＭＳ
ＴＥＣと共同で生存期間を少しでも延ばせるよう研究をしていま
す。 メンダコは餌を食べているにもかかわらず最高48日しか生存
できず死因は未だに不明です。
掃除は、水槽内に深海性のヒトデやナマコなども一緒に飼育してい
るため汚れにくく、頻繁には行ないません。ガラス面が汚れたらブ
ラシでこする程度です。きれいな水を常に循環していて、濾過槽は
定期的に掃除をしています。
飼育実験に使用するため各個体に番号が付いておりいつどこで捕

ることになります。他にも外国からの購入や、他館と交換する方法
もあります。
いかにも深海魚らしい形をした奇妙な生物の捕獲は困難です。 な
ぜなら出現する場所を特定するのが難しいからです。そして運よく
網に引っ掛かったとしても引き上げたときにはほぼ半死状態であ
るからです。

文・イラスト / 鎌田実希

水 族館の深海生物

Q 深海魚はどのように入手しているのですか？

Q 水族館では深海生物をどのように管理しているの
ですか？

お話を伺った方　杉村誠さん（ 新江ノ島水族館 ）

メンダコ

ヌタウナギ



現在では一般的な魚と同様食用になっていたり、 肝油として加工
されていたり、皮を使って財布が作られたりしています。また、ヌ
タウナギが放出する保湿力の高い粘液を化粧品に用いる試み、 深
海の微生物を用いたお酒や、深海の微生物を利用してＤＮＡの組
み換え素材として使う研究もされています。
他にもあります。硫化水素は酸素より先にヘ
モグロビンにくっついて酸欠になり死んでし
まうのですが、深海生物はスーパーヘモグロ
ビンによりこの環境の中で生息することがで
きるのです。 このスーパーヘモグロビンのタ
ンパク質の構造についても研究が進められて
います。今後に期待したいです。

深海生物にいろいろな期待を抱きつつ取材を始めました。
わくわくする深海という未知の世界から、将来人間の生活
を豊かにしてくれる新しい発見が沢山眠っていると考えて
いたからです。これからどんな新発見があるのか楽しみだな、
とそのことだけを考えていました。しかし、取材を通してそ
れだけではいけないということが見えてきました。これまで
人間が自分たちの利益や都合だけを考えて行ってきたこと
は野生動物に深刻な被害を与えてきました。これを深海の
世界で繰り返してはいけない、守っていくこともとても重
要なことだと改めて考えさせられたのです。
また、水族館が深海生物の飼育に様々な苦労や研究を積み
重ね、 そして今もなお試行錯誤の日々を送っていることを
知りました。 わたしたちがその努力を想像しながら水族館
を訪れれば、感じるものも変わってくるように思います。不
思議な形だな！こんなのがいるんだ！という感想だけでな
く、 深海生物を身近で見られることの素晴らしさなどの感
動が生まれ、その飼育の技術や深海生物の独特な生態への
知的好奇心がさらに刺激されるのではないでしょうか。
今度の休日は新たな気持ちで水族館へ知的探検、というの
はどうでしょう。

獲されたか分かるようになっています。死んでしまった個体は形が
残っていれば未来の研究のために標本として残しています。

ら捕るというのはよくありません。 人間も深海生物と同じ動物で
すからね。このことも伝えていきたいです。

Q 深海生物から人間が学べる事、人間の生活に活か
せることはありますか？

インタビューを通して

水族館はただ飼育をするだけではなくお客様に見せることを考え
なくてはいけません。 飼育と展示は異なるのです。 本当だったら
もっと暗くしたいし、もっと巨大な水槽に入れたい。でも、お客様
からしたら見えませんよね。 お客様と飼育員の考え方を合わせて
いくことも今後の課題です。
これまで地球では、5回の大量絶滅が起きています。 現在は6回目

といわれ、それは人類の活動によるもの
です。深海から鉱物を取ることも、方法
によっては深海の環境破壊につながる
でしょう。 人間は深海生物とも共存を
考えなくてはいけません。ただ欲しいか

Q 深海魚に対する水族館の使命

● 取材協力
新江ノ島水族館

ハオリムシ

シロウリガイ

水族館の深海生物 水族館の深海生物



ハダカデバネズミの謎に迫る ハダカデバネズミの謎に迫る

ハダカデバネズミという動物をご存知でしょうか？ハダカデ
バネズミとは地下にトンネルを掘って集団で暮らすデバネズ
ミ科の動物です。見たままハダカ・ 出っ歯なネズミですが、
体毛が無い種はデバネズミ科のなかでもハダカデバネズミだ
けです。ハダカでないデバネズミ科の動物はまともに可愛い
のですが、 どうしてハダカデバネズミだけがハダカになって
しまったのでしょう？それはダニのような体毛に寄生する
寄生虫にたかられないようにし、おしくらまんじゅうの要領
でコロニー ( 群れ ) の仲間から熱を効率的に吸収するためで
す。しかし完全にハダカかと言うと、実はまばらに少量の毛
が生えています。 この毛は感覚毛と呼ばれ、辺りの様子を
探るネコのひげのような役割を果たしています。また、ただ
のハダカではなく、体を引っかけても怪我をしないよう薄く
て強くたるみのある皮膚を持っています。さて、気の毒な名
前と珍妙なビジュアルをもつこの動物 、 面白いのは外見だ
けではありません。キモカワ需用や怖いもの見たさに留まら
ぬ魅力を持っています。この記事ではそんなハダカデバネズ
ミの面白いところを紹介していこうと思います。

ハダカデバネズミのスゴい ! ところを筆者の主観で 5つピッ
クアップしてランク付けしました。

わたしたち人間はまわりの気温の上下に関わらず、体にとって最適
な体温を保つことができ ( 恒常性 ) 、この機能をもつ動物を恒温動
物と言います。 哺乳類と鳥類はこの性質を一般に持ち、触ると温
かみを感じることができます。しかし、ハダカデバネズミは自分で体
温が調節できず、 まわりの気温の上下に影響を受ける変温動物な
ので、触るとひんやりしています。ハダカ
デバネズミは地下の安定した環境で生活
するため、体温調節をする必要があまり無
く、体温調節に使うエネルギーを節約して
いるのです。一時的に寒くなった時には、
太陽光で暖かい地表近くで暖をとったり、
雑魚寝をしたりすることで寒さをしのい
でいます。

ハダカデバネズミの外見に強烈なインパクトを与える出っ歯。 なん
とハダカデバネズミの歯は唇の外側に生えており、左右の出っ歯を
別々に動かすことができるのです。この歯はトンネルを掘るのに便
利です。また、ハダカデバネズミは前歯と前足、感覚毛においてさま
ざまな感覚 ( 体性感覚 ) がとても鋭敏で、感覚を司る脳の部位 ( 体
性感覚野 ) の約三分の一が前歯を担当しているほどです。ちなみに
人間では両手や唇、舌が多くの感覚を担っています。ハダカデバネ
ズミの歯は私たちの手のようなものですね。

ハ ダカデバネズミの謎に迫る ハダカデバネズミのここがスゴい !ベスト5

哺乳類なのに変温動物

ハダカデバネズミも歯がいのち

文・イラスト / 永山正実

第5位

第4位



ハダカデバネズミはコロニーのなかで
厳密な役割分担をしていて、以下の
四つの階級を持ちます。
女王は一匹の雌しかなることができ
ず、女王のみが生殖を行うことがで
きます。 見回りをしてサボっている
労働者を叱ることでコロニーを機能
させるのがお仕事です。
王は1~ 3匹存在し、女王と生殖を行います。王は他の雄よりも男性
ホルモンが高く、これは免疫力を弱めるため病気にかかりやすくなり
ます。また、女王交代の争いで真っ先に殺されてしまう立場です。
兵隊は普段はだらだらと働かずに過ごしていますが、巣に侵入者が
いる時は働きます。 侵入者が天敵のヘビなどの場合は自分の身を
犠牲にし、敵の腹を満たすことで群れを守ります。
労働者はトンネルを掘ったり、餌を探したり様々なお仕事をしてい
ます。女王に仔が産まれると、肉布団となり子供の暖をとります。
この後に紹介する上野動物園の飼育員さんのお話にもありますが、
このように生殖に制限を設け、 群れ全体で子育てを行う性質を持
つハダカデバネズミは真社会性動物と呼ばれます。真社会性を持つ
生物はアリやハチなど昆虫に多く、 動物ではハダカデバネズミとダ
マラランドデバネズミの二種だけと言われています。 コロニー内の
個体は近親交配 ( 親子、兄弟、親戚間での生殖 ) をくり返すため、と
ても血の濃い集団となり、遺伝子的に似通っています。生殖とは自
分の遺伝子を残そうとする本能行動ですが、非繁殖個体は所属コ
ロニーの繁殖個体の生殖を助けることで近似形質の子孫を残し、
この本能欲求を代理で満たすことができます。 この戦略は群れへ
の奉仕精神を生み、兵隊の自己犠牲など一見不利益に感じられる
行動に走らせます。しかし長い目で見ると、女王を守る方が確実に
子孫を残すことができることを遺伝子は知っているのです。

ネズミの 鳴 き 声 と 言 えばフィ ク
ションではチュウ、 実物では滅多
に鳴かないイメージがありません
か？しかし齧歯類の異端児らしく
ハダカデバネズミの鳴き声は「 ぴゅ

うぴゅう 」「 ぴよぴよ 」などと斬新かつかわいらしいものです。その
種類は十七種にものぼり、 それぞれが固有の意味を持つ可能性が
示されています。その中には階級に特有なものも存在し、自分より
階級の高い相手にはたくさん鳴かなければいけないという挨拶の
ようなものもあります。 このように多岐にわたる音声コミュニケー
ションをとるネズミはハダカデバネズミ以外に類を見ず、また、哺乳
類のなかでもかなり多い方です。狭いトンネルの中は視覚によるコ
ミュニケーションが制限され、匂いによるコミュニケーションは非
効率的、かつ触覚では離れた仲間とのやり取りができません。複雑
な社会を維持するために最も効率的なコミュニケーションとして、
音声によるコミュニケーションが発達したと考えられます。

一般的にネズミの寿命は二～三年ですが、ハ
ダカデバネズミはその十倍にもなる寿命を誇
ります。「 岩波 科学ライブラリー 151 < 生き
もの >　ハダカデバネズミ —女王・兵隊・ふと
ん係 」 では平均寿命は28歳にものぼると書
かれています。 それはがん化に対する耐性と
老化に対する耐性を持っているからです。 不老長寿のような性質
を持つハダカデバネズミですが、天敵やライバルの攻撃、また、近親
交配をくり返す定めとして感染症や環境の変化に弱く、不死身と

シビアすぎる階級制度 鳴き声でコミュニケーション

平均寿命は15歳

第3位 第2位

第1位
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いうわけにはいきません。
ハダカデバネズミ研究によってがん耐性・老化耐性の機構を解明す
れば、高齢化社会における健康長寿が実現できるのではないかと考
えられています。 しかしハダカデバネズミに関しては分かっていな
いことが多く、未だ謎多き動物です。

野性のハダカデバネズミはアフリカ東部の乾燥地帯で、地下でのみ
生活しています。地下は、気温、湿度が安定していて、あまり変化
しません。おおよそ、気温30度、湿度60パーセントくらいが、ハダ
カデバネズミにとって最適な環境だといわれています。これを維持
することが、飼育で苦労している点の一つとして挙げられます。

Q 野生のハダカデバネズミの生息環境に近づけるた
めに気を配っていることはありますか？

上野動物園のデバネズミMovie♥

展示場では、実は繁殖がうまくいっていません。地下で生活してい
るハダカデバネズミは振動に非常に敏感で、これが展示場で繁殖が
うまくいかない理由だと考えています。非展示部分（バックヤード）
では、繁殖が成功していますので、期を見て展示する群れを交代す
ることにしています。
これも、飼育で苦労している部分といえると思います。現在展示し
ている群れの中で一番若い個体は2015年6月に生まれています。

上野動物園での飼育数は三つのコロニー１５０頭ほどで、そのうち
の１つのコロニー５０頭あまりを展示しています。
ハダカデバネズミは『 真社会性 』 という社会構造をもつコロニーを
形成し生活しています。『 真社会性 』構造の大きな特徴は〈 ２世代

Q ハダカデバネズミを育てる上で苦労したことや、一
般に知られない裏話はありますか？

Q 兵隊ハダカデバネズミは飼育下では何をしていま
すか？また、群れの階級の構成割合に違いはあり
ますか？

（ 公財 ）東京動物園協会提供

上野動物園の飼育員さんにハダカデバネズミについて教え
てもらいました。

上野動物園の飼育員さんに質問！

ハダカデバネズミの謎に迫る ハダカデバネズミの謎に迫る



とても奇妙でなんだかつかみ所のないハダカデバネズミ。ま
るで人間とは接点がないように見えますが、 ほとんどの部
位で地肌を晒し、集団の意思を前に個の意思を殺しがちな
私たちはハダカデバネズミに少し似ていますね。そこに感じ
る親近感とほのかな哀愁もハダカデバネズミの魅力の一つ
ではないでしょうか。彼らに少しでも興味がある方は、ぜひ
お近くの動物園で実物を見ていただくことをオススメしま
す。 ぎゅうぎゅうと固まって眠る姿や、すばしっこい後ろ
走りでトンネルを駆け抜ける姿は鮮烈な印象を与えてくれ
ることでしょう。 そして、改めて展示の工夫に目を向けて
いただければ、きっと新しい発見に出会えると思います。

以上が一緒に生活〉すること、〈繁殖個体が限定的〉であること、〈非
繁殖個体は共同して繁殖個体の子の世話をする 〉 ことなどがあげ
られます。“ 階級 ” （ 役割といってもいいかもしれませんが ）は成長
に伴うからだの大きさによって変化することが知られています。こ
れは “ 行動多型 ” と呼ばれています。
飼育下でも、子を産むのは “ 女王 ” だけですし、交尾のできるオスは
限られているようにみえます。 そういった観点から言えば “ 階級 ”
はあるのだろうと考えています。ただし飼育環境下では、外敵がい
ない、トンネルを掘れない、餌を探す必要が無い、というような状
況ですから、それ以外の役割については、はっきりとしていない可
能性もあります。
ケースを掃除しているときに、やけにしつこく邪魔をしてくる個体
がいます。これはひょっとして “ ソルジャー（ 兵隊 ）” なのかなと思
うことはありますが。
これについては、すべての個体について、コロニー内での役割まで
含めて識別がなされていることが前提となってきます。しかし現状
の業務の中では、とてもそこまでやりきれない状態です。ハダカデ
バネズミについては、個体管理ではなく、コロニーの管理をしてい
るといっていいと思います。

終わりに

● 取材協力
公益財団法人 東京動物園協会

● 参考文献
「 岩波 科学ライブラリー 151 < 生きもの >　ハダカデバネズミ —
女王・兵隊・ふとん係 」吉田重人 岡ノ谷一夫　岩波書店 2008年 

「 別冊日経サイエンス 155 SCIENTIFIC AMERICAN 日本版　
社会性と知能の進化　チンパンジーからハダカデバネズミまで 」　
日経サイエンス編集部 日経サイエンス 2007年　

「 動物機能医科学研究室 : ようこそ三浦研へ 」
http://www.igm.hokudai.ac.jp/debanezumi/
( 2015/ 9/ 16アクセス )

飼育個体の中で最高齢のものは、2004年生まれです。ひとつのコ
ロニーの女王です。 ハダカデバネズミは一般的に15年ほど生きる
といわれています。ただし、繁殖オスはとても短命になりますし、反
対に女王はやや長命のようです。

Q 現時点で最高齢のハダカデバネズミ個体は何歳で
すか？また、その個体の所属階級は何ですか？

ハダカデバネズミの謎に迫る ハダカデバネズミの謎に迫る
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「 妖怪 」 と聞いてまず最初に何が思
い浮かびますか？ろくろ首、座敷童、
鬼太郎、それとも妖怪ウォッチ？
様々な小説や漫画、アニメによって、
妖怪は私たちにとって身近ともいえ
る存在になっています。今回、なか
でもネコをモデルとした ( と考えら
れている ) 妖怪と、 ネコの行動学に
ついて調べてみました。 ネコは様々
な動物たちの中でもイヌと並んで身
近な存在ですが、 妖怪や怪談のモデルとして多く見られま
す。これはネコの習性によるものなのでしょうか？ネコの行
動学について研究されている、麻布大学 介在動物学研究室
の大谷先生のお話から考えてみます。

化 け猫にみられるネコの行動学
文 / 鈴木かりん

ネコのもつ怪しさ

夜遅く、あるいは暗い部屋で、ネコの目が光っているのを見たこと
はありませんか？ネコは夜行性であり、その目の構造上、光を集め
ることに長けています。現代よりも明かりが乏しかった時代には、
暗闇に光る両目は不気味で怪しいものに感じられたのかもしれま
せん。
大谷先生「 他にネコの特徴として、足音をたてない、臭いが少ない、
気配を殺すといったものがあります。気づいたら後ろに座っていた
り、そうかと思えば姿が見えなかったり…」

化け猫のなかでも特に有名なものに猫又がいます。山に住むものと、
飼われていた年を経たネコが姿を消し尾が裂けたものに分けられ
ますが、共通するのはヒトを化かしたりさらったりする点です。長
い年月を過ごした物や動物に神や霊魂が宿るというのは付喪神に
も共通するもので、日本の「 八百万の神 」の考え方としては一般的
といえるかもしれません。しかし、猫又についての物語が複数ある
ということは、ネコによくみられる習性が何
か関係しているのでしょうか？
大谷先生「 江戸時代ごろのネコは寿命が今
ほど長くはありませんでした。そのため、長
生きするようなネコはなにか特別な力がある
に違いないと考えられたのです。また多くが
放し飼いで、野犬に襲われたり、ネコ同士の
喧嘩で怪我をしたりすることも多かったと
考えられます。怪我や体調が悪ければ外敵に

物語にみられる化け猫

近くにいるのに、何をしているのか分からないというのもまた、怪
しさを増長させるように思えますね。

また大谷先生によると、イヌとネコの家畜化の過程の違いにより、
ヒトとの関係性にも違いがみられるそうです。
大谷先生「 ネコはイヌと同様、古くから人間と生活を共にしてきた動
物です。イヌは猟犬や牧羊犬のように、その役割に応じた適正を持つ
よう品種改良が行われてきました。それに対し、ネコの主な役割はネ
ズミを捕まえることで、これはネコの本能を利用したものでした」
人間の食べ物を狙って集まるネズミとそれを捕まえるネコ。ヒトと
ネコの関係性はギブ＆テイクであり、イヌほどは密な関わりがなかっ
たのでしょう。
関わりが少なく、近くにいるのにわからない。そんな怪しさが、ネコ
をモデルとした妖怪を生み出たのかもしれません。



襲われる確率も上がるため、ネコは安全な場所に身を隠します。そ
のまま亡くなることもあったでしょう 」
何か特別な力を持っていると考えられたネコが突然姿を消したこ
とや、何かのはずみで怪我をしたことが結びついて、いなくなった
ネコが猫又になって襲ってきたに違いない、と考えられたのかもし
れませんね。

火車とよばれる、 墓場から死者を奪っていく妖怪の正体も猫又で
あるとの説があります。
大谷先生「 人間に比べて圧倒的に嗅覚の良いネコは腐臭や死臭と
いったものを感じ取る力が強いです。しかし、腐ったものはネコも
食べません。これは、墓場に供えられた食べ物に集まるネズミを狙っ
たネコが墓場をうろつくことが理由じゃないでしょうか 」
ここでも、ネコの本能であるネズミを追いかけることが理由のよう
です。もしかしたら、ネズミでなくお供え物のほうが目当てだった
可能性もありますね。墓場という場所と、ネコの怪しさが結びつい
て死者を連れて行くという発想になったのかもしれません。

化け猫についての物語のうち、猫又以外にも人間、特に遊女に化け
るものが多くあります。これは、猫のしなやかさや遊女の妖艶さが
結びついたこと、実際に遊女が猫を飼っていることなどが関係して
いるのかもしれません。
夜中に正体を現した化け猫に襲われた、 化け猫が食事を貪ってい
たなどの話は、客が寝入った後に部屋を出た遊女と、入れ替わりで
侵入したネコの仕業かもしれませんね。特に、遊女が魚を食べ散ら
かしていた、なんて話はそのままネコの行動に結びついていそうです。

化け猫がヒトを襲う話には、 飼い主を襲うものと飼い主の恨みを
晴らすべく、仇をとるものがあります。 ( もちろん、無関係のヒト
を襲うものもありますが ) 
ネコはどちらかといえば単独行動が多く、仲間意識やイヌのような
飼い主に対する忠誠心とは無縁にも思えます。 飼い主の仇をとる
ほど忠義的なところがあるのでしょうか？
大谷先生「 ネコたちはヒトをよく見ていますから、敵なのか味方な
のか？食事をくれるだけなのか、可愛がってくれるのか、よく分かっ
ているでしょう。これは今も昔も同じですか
ら、昔のネコたちが仇をとろうとするほど懐
く飼い主と、逆に襲われてしまうような飼い
主がいても不思議ではありません 」
なるほど、現代のネコたちもまた、しっかり
と世話をして愛情を持って接さなければ、化
け猫となって逆襲してくるのかもしれませ
んね。襲われたくはないですが、いっそ尾が
分かれてくるまで長生きして欲しい、と実家
のネコの写真を眺めています。

化け猫は飼い主の仇をとる？それとも飼い主を襲う？

● 取材協力
麻布大学 動物応用科学科 介在動物学研究室 大谷伸代 先生

● 参考文献
「 猫神様の散歩道 」八岩まどか 青弓社 2005年
「 ヴィジュアル版 謎シリーズ 日本の妖怪の謎と不思議 」
GAKKEN 2007年

「 見えない世界の覗き方―文化としての怪異 」
佛教大学文学部編 法蔵館 2006年

「 もののけの正体 怪談はこうして生まれた 」
原田実 新潮社 2010年

特別出演：実家のハク

化け猫にみられるネコの行動学 化け猫にみられるネコの行動学



絶滅の危機から 絶滅の危機から

地球には私たち人間を含めた多くの種類の生き物が暮らし
ていますが、現在 、急速に野生の生き物の絶滅が進んでい
ます。 どのような動物や植物が絶滅してしまったか、絶滅
してしまいそうなのかは IUCN( 国際自然保護連合 ) の種の
保存委員会 (SSC) が提供する「 絶滅のおそれのある生物種
のレッドリスト 」( 以下、レッドリスト ) で知ることができま
す。 レッドリストには絶滅の恐れのある動物や植物が記載
されており、野生生物を調査した結果から、種ごとにその危
険度を評価されています。IUCN のレッドリストは、世界の
様々な国や地域のレッドデータブックのもとになっていて、
日本で作成されているレッドデータブックの多くも IUCN
のレッドリストと同じ評価規準を使っているようです。 野
生で絶滅してしまいそうな動物は希少で、なかなか見るこ
とはできないと思いがちですが、 チンパンジーやアジアゾウ
など、意外にも動物園で見ることのできる絶滅危惧種は多
いです。 そんな動物園で見ることができる野生では絶滅し
てしまったり、絶滅しそうだったりする動物たちの中で、多
摩動物公園にいるモウコノウマとシフゾウを紹介します。

人 間の罪と救い 〜絶滅の危機から〜
文 / 大津寛子 青木唯

モウコノウマ

モウコノウマは現在 、 唯一生き
残っている野生のウマで、 野生
下では一度絶滅しています。 体
長は220㎝～280㎝、体高120
㎝～140㎝、体重200㎏～300
㎏と競走馬と比べると小柄で、ポニーと同じくらいの大きさです。
特徴は、筋肉質でがっしりした体と口先が白く、背中に鰻線（ まん
せん）という濃い褐色の帯があります。毛の色は、全体的に褐色で、
腹部が青白く、尾は濃い褐色をしています。モンゴル地方に棲息し
ており、主に草や木の葉を食べて生活しています。モウコノウマは、
モンゴルに棲息する野生の馬から、漢字で「 蒙古野馬 」と書きます。

モウコノウマって？

ウマには複数の歴史があり、ウマの最も初期の先祖はエオヒップス
という、中型犬サイズで前足の指は4本、後足の指は3本の動物と
言われています。およそ7500万年前には、ヨーロッパと北米に棲
息しており、後にヨーロッパでは絶滅、北米のウマは気候変化によ
り、たくましく体が大きい、俊足で、足の指が丈夫な蹄に変化し現
代のウマの形に近いものになりました。彼らは、ヨーロッパやアジ
アに移り棲み、繁栄していき、北米では絶滅していきました。

ウマの祖先

ヨーロッパの野生ウマは荷物運搬用動物として家畜化され、足がす
らりと背が高く、頭は細長く変化していきました。2700年前には
野生馬狩りがあった記録があり、生き残りの野生馬も家畜馬と交
配され、野生の特徴はなくなり、紀元前1000年頃までには生粋の
野生馬は姿を消しました。アジアでも同じく狩りや異種交配によっ
て生粋の野生馬は絶滅したと考えられています。

野生ウマの絶滅



絶滅の危機から 絶滅の危機から

モウコノウマ発見時、運搬用としては必要とされず、食糧としてい
たため、すでに100頭ばかりしか残っていませんでした。その後、
1968年頃から野生のモウコノウマの目撃がなくなり、野生下で一
度絶滅してしまいました。しかし、発見以降、動物園で飼育され種
の保存が図られていたため、モウコノウマは完全な絶滅をまぬが
れ、復活することができたのです。

モウコノウマの絶滅と復活

モウコノウマの繁殖は、動物園に飼育された生き残りから始まりま
した。この動物園で飼育されていたモウコノウマは、動物園に持ち
込まれたわずか 13 頭から由来しています。1990 年にモンゴルの
保護区において野生復帰プロジェクトが開始されました。動物園で
数世代にもわたり繁殖を重ねていたに関わらず、モウコノウマは野
生環境に適応し、個体群は大きくなっています。現在、国連や世界
各国の協力によりモウコノウマは1500頭あまりまで増加しました。
人の手により、野生下では絶滅してしまったモウコノウマ。同じ人
の手により今また大自然の大地に帰って来たのです。

野生復帰プロジェクト

1879年頃、ロシアの探検家 N・M・プルツェワルスキーが西モンゴ
ルに訪れたときのことです。彼は野生動物に精通しており、モンゴ
ルに棲息する頑健で俊足な小型のウマを研究していました。 そこ
で、研究していたウマとは異なる、ウマにしては幅が広くずんぐり
としたポニーに近い動物と出会います。モンゴルでは、その動物を

『 タキ 』と呼び、食糧としていました。彼の友人の動物学者は、「 絶
滅したと考えられる氷河期の野生ウマ 」だと言いましたが、彼は、
ずんぐりとした、むさくるしい動物があの優雅なウマの先祖だと思
えませんでした。しかし、先史時代（ 人
間が文字をもっていなかったため、文
字による史料が残されなかった時代 ）
のヨーロッパの洞窟画に描かれた馬と

『 タキ 』 と呼ばれる動物が同じタイプ
だと分かり、モウコノウマ（ プルツェワ
ルスキーウマ ）の発見となりました。

モウコノウマの発見

母馬に甘える子ども



1865年にフランス人宣教師のダヴィッド神父が中国、北京にある
ナン・ ハイ＝ツ皇帝公園 ( 南苑 ) で飼育されていた清王朝門外不出
の珍しい獣、シフゾウを見て、雄の骨格と毛皮をパリに送りました。
そのため、欧米ではシフゾウのことを「 Pere David`s Deer 」と
呼ばれています。 こうしてシフゾウがヨーロッパに紹介された後 、
ヨーロッパの国々はシフゾウを手に入れようと競いあい、1870年
に初めてオールコック卿が５頭のシフゾウをロンドン動物園に送り
届けることに成功しました。日本では1888年に雌雄2頭のシフゾ
ウが上野動物園に贈られ、 その2年後 、2頭のシフゾウの間に雄の
子が生まれましたが、生後間もなく動物園から持ち出され、商人に
売り飛ばされてしまいました。 このときシフゾウを持ち出したのは
飼育員ではないかと考えられています。この翌年にまた子どもが生
まれたときは無事に育ったようです。この子どもが死んでしまった
頃 、中国のシフゾウは絶滅してしまいました。1894年に起こった
汾河の洪水で南苑の壁が壊れ、 そこから逃げ出したシフゾウは近
くの農民に食べられてしまい、1899年の義和団の乱でも食糧とし
て食べつくされてしまったのです。 ヨーロッパのシフゾウはという
と、最初のうちはよく繁殖してどんどん増えていったのですが、増

シフゾウの発見　絶滅と復活

シフゾウ

シフゾウは鯨偶蹄目、シカ科の
動物で、 学名は Elaphurus 
davidianus 、 漢字では「 四
不像 」と書きます。 四不像と
は中国の古い想像上の動物で、頭や蹄などが四種類の獣に似てい
るのに全体をみるとそのどれでもないという意味で、似ているとさ
れる四種類の動物は「 ロバ、ウシ、ラクダ、シカ 」や「 ウマ、ロバ、ウ
シ、シカ 」など様々な説があります。

シフゾウって？

絶滅の危機から 絶滅の危機から

動物園のモウコノウマMovie♥

モウコノウマお食事中Movie♥



ちょっと不思議なこの動物。 身近な動
物園で見ることができるのは実はすごい
ことだと思いませんか？

「 もぐもぐもぐもぐ・・・」
だいたい いつも こんな感じで

絶滅の危機から 絶滅の危機から

多摩動物公園のアジア園では、 日本の動物やアジア各地の
動物に出会うことができます。 アジア園では、 シフゾウや
2013年にオープンした施設「 アジアの平原 」でモウコノウ
マも飼育しています。動物園では、学習や動物を見て楽し
むだけでなく、動物の保護と繁殖といった種の保存も重要
な役割となります。 絶滅に瀕している希少動物を長年にわ
たり飼育することで、繁殖や飼育の研究や調査が進み、技
術が蓄積されることで、多くの動物が守られています。
私たちは、 その絶滅に瀕している動物たちを動物園という
身近な場所で見ることができます。野生馬であるモウコノウ
マと家畜馬を比べて、多くの異なる点を見つけたり、シフゾ
ウと似ていると言われる動物を探してみることで、 彼らの
歩んだ歴史や生態をより知っていくことができます。 皆さ
んも人気者の動物だけでなく、 こんな動物にも注目してみ
て下さい。

動物園の役割

えすぎたからとつがいのみで売るなどしてしまい、 群れでないとう
まく暮らせないシフゾウは気がつけばその数がとても少なくなって
いき、動物園のシフゾウは第一次世界大戦中にはいなくなってしま
いました。しかし、イギリスのベドフォード侯爵がシフゾウの繁殖に
成功していたため、「 種 」としての絶滅は免れることができました。
その後は欧米の動物園の協力で順調に増えていき、1963年に多
摩動物公園に雌雄2頭が送られ、現在は4頭のシフゾウの姿を間近
で見ることができます。また、日本では多摩動物公園の他にも広島
市安佐動物公園、熊本市動植物園で飼育されています。

実際にみるとよく分かるのですが、シ
フゾウはとてもゆっくりと動く動 物
で、動物園では午後に見に行くとまっ
たく動かすにひたすら反芻しているこ
ともあるようです。 そこで動いている
ところを動画で紹介するために、午前
中をねらっていったのですが、すでに
座っていて反芻しているようでした。
のんびりとくつろぐ姿にあきらめかけ
たその時 、 気持ちが通じたのか立ち上がって歩き出してくれまし
た。ちょっと感動！その様子は動画でご覧ください。シフゾウが歩
くときによく聞いていると、足の関節からパキパキと音が聞こえる
のもシフゾウの不思議なところです。 動きがゆっくりなところはケ
ンカにも表れていて、シフゾウが怒ってから実際に行動に出るまで
にかなりのタイムラグがあるうえ、 その動きは相手のおでこや首の
あたりの毛に噛みついてむしり取ろうとするという、とても穏やか
なものです。また、顔を見てみると眼の下に大きな「 眼下腺 」があ
るのがわかり、これは興奮すると広がります。シフゾウが何の動物
に似ているか考えたり、おっとりとした動きをながめたりしている
と、シフゾウの周りにはゆったりとした時間が流れているように感
じられました。絶滅の危機を免れた、見た目はとっても地味だけど、

動物園のシフゾウ



もぐもぐもぐ・・・・・Movie♥

シフゾウ　歩いた！Movie♥

絶滅の危機から 絶滅の危機から
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月面のうさぎ／狛犬について 月面のうさぎ／狛犬について

月 面のうさぎ／狛犬について
文 / 為房大海

月面のウサギ

今年の 9月 28日にスーパームーンという天体ショーがありました
が、ご覧になった方も多いでしょう。 月を見上げるうすぐらい影
は月の中で兎が餅をついている姿にみえたり、月にはウサギさんが
住んでいるというお話を聞いたことがない人はあまりいないと思
います。

実は、これには元ネタがあることをご存じでしょうか？

“ 月の兎 ” の物語は仏教思想の『 ジャータカ 』に由来し、日本では
今昔物語集第5巻第13話「 三獣行菩薩道　兎身を焼ける物語 」に
書かれています。

“ 月の兎 ” の話は『 今昔物語 』では、「 今は昔、天竺に兎・狐・猿、
三 ( みつ ) の獣ありて、共に誠の心を発 ( おこ ) して菩薩の道 ( どう )
を行ひけり。」と始まります。
昔、天竺で、兎、狐、猿の三匹が、まことの信心を起こして菩薩道を
修行していた。自分達が今獣の身に生まれているのは、前世で犯し
た罪が重かったからだ。今生こそ善行を積んでこの身を離脱しよ
う。そう決心した三匹の行いはわが身を忘れて他を哀れむ、まこと
に立派なものであった。
これを観た帝釈天は三匹のまことの心を試そうと思い、 力なく疲
れ果てた老人の姿になって三匹の 前に現れた。老いた哀れな老人
を三匹は実の親のようにいたわり、猿は老人に食べさせるために木
に登って実を集め、里に出て野菜や穀物を手に入れてきた。 狐は
墓小屋に行って人の備えた魚や飯を持ってきた。 老人はこれぞ菩

薩の行いと褒め称えた。しかし、弱い兎は何も手に入れることはで
きなかった。猿と狐はそんな兎を咎めたり励まそうとしたが、兎は、
木を拾って火を炊いて待っていてくださいと言い、火がおこると「私
には食べ物を持ってくる力がありません、わが身を焼いて食べてく
ださい 」と、火の中に身を投じた。
すると帝釈天は元の姿にもどり、他人のためにわが身を犠牲にした
兎の利他の心を哀れんで、一切衆生に見せるために、兎を月の中に
写してやった。だから、月の表面に雲がかかっているように見える
のは、兎が自らを焼いた火の煙であり、月の中に住む兎はこの兎自
身なのだ。

このように仏話では語られており、ウサギは非常にまじめで慈悲深
い動物として描かれています。
ただし、実際にウサギを今まで3羽飼いましたが基本的には名前を
呼んでも来てくれることはほとんどなく、因幡の白ウサギのような
イタズラ好きというイメージが強いこともここで述べておきます。

（ 個人の感想です ）



狛犬について

日本ではお正月や七五三 、 結婚式やその他さまざまなことで神社
にお参りに行くことが多いと思います。神社に欠かせないものとい
えばなんでしょう？入口に鳥居があり、もちろんお社もあり、そし
て狛犬が2体必ずいるのではないでしょうか？
この狛犬 、実はエジプトのスフィンクスや沖縄のシーサーと元々は
起源が同じだということを知っていましたか？
狛犬の起源は古代オリエント・ インドにさかのぼります。狛犬はラ
イオン（ 獅子 ）を象った像ですが、それがはるばるシルクロードを
通って日本まで伝わってきました。古代オリエント諸国では聖なる
もの、神や王位の守護獣として百獣の王ライオンを用いる流行があ
りました。 それが一方では西欧に流れていきエジプトのスフィンク
スやヨーロッパ諸国の王位の象徴である獅子像になりました。 西
欧の王室のマークや建物の飾りを見ると、ライオンのデザイン化さ
れたものが多いでしょう。あれも狛犬の遠縁なのです。
ところが獅子像が中国から日本に伝わった当初 、日本人はその異
様な形の生き物を犬と勘違いし、また朝鮮から伝来したことから

「 高麗（ こま ）犬（ いぬ ）」と呼ばれるようになったそうです。ちな
みに本物の生きたライオンが初めて日本に渡来したのは慶応 2 年

（ 1866 ）正月の事でした。
神社に置いてある狛犬は神前に
向かって右 側で口を開けている
のを「 獅子（ しし ）」（ 阿・あ・攻 ）
と呼び、左側の一角で口を結んで
いるのを「 狛犬（ こまいぬ ）」（ 吽・
うん・護 ）と区別しています。
お子さんがいる親御さんは神社に
お参りの際に「 狛犬はね、」 と教
えてあげてみてはいかがでしょう
か？
　

月面のうさぎ／狛犬について
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今回自分で調べ、文章や図でまとめることで、より理解が深まった気がしま
す。獣医関係以外のひとにもわかりやすく説明するのが今後の自分の課題だ
と感じました。 宇埜友美子

貴重な経験ができて大変嬉しく思います。今後、深海の世界がどのように解
明されていくか楽しみです！私の記事が深海生物に、より関心を持ったり考
えを深めていくきっかけになると嬉しいです。ありがとうございました！
 鎌田実希

ハダカデバネズミはよく動くので撮影が大変でしたが、 とても可愛くて癒さ
れました。 永山正実

初めて「 記事を通して読者に伝える 」難しさを痛感しましたが、出来上がり
を見ると達成感があり、とても良い経験となりました。自分が作ったこの記
事を読んだ人はどんな気持ちになるだろう、と想像しながら作ることを心が
けました。 小谷幸穂

取材をするまでは手作りって難しそうだなって私自身も思っていましたが、
取材先のグリーンドックの皆様に手作り食のいいところをたくさん教えても
らいました。ワンちゃんの美味しそうに食べる姿をみて私も元気をもらいま
した！ 折田琴美

締切直前にテーマを変更したため、かなりギリギリになりました。能勢さんに
はご迷惑おかけしました。すみません。化け猫エピソードを探すのは楽しかっ
たです。来年もネコ絡みのテーマを探そうかと思います。 鈴木かりん

今回初めて実験の計画・実施をさせていただきました。何回も実験する中で、
いかに１回１回の条件を等しくするかがとても難しく、 緻密な計画が必要
であることを痛感しました。この実験を通して愛犬との思い出がまた一つ増
え、嬉しいです 上田祐子

絶滅に瀕している動物の歴史を辿ることで、彼らと人間の関係がわかりまし
た。現在、絶滅の危機から救おうとしているのも人間であり、動物園の重要
さを感じました。動物園を訪れた際は、動物たちの歩んだ歴史を感じながら
見てみたいと思います。 大津寛子

月のウサギの神話を調べると、今昔物語ではウサギは自責の念から火に飛び
込みますが、 実はジャータカでは老人に罵倒されて飛び込むシナリオになっ
ています。このようなところに昔からの日本人の国民性が現れているのかな
と感じました。 為房大海

２ 人で同じテーマに取り組むことの楽しさや動物を撮影することの難しさ
を感じることができました。撮りたい姿を撮るために動物の前で待ち続ける
のは大変でしたが、長い時間同じ動物をみることはあまりないかと思うと良
い経験だったと思うし、なにより楽しかったです。 青木唯

編集後記


