
SAGA24 シンポジウム講演要旨 

 

シンポジウム①  

2022 年 11 月 26 日(土)  13:00～18:00  

＠鹿児島大学（郡元キャンパス共通通信等 1 号館・2 号館） 

 

生きものとのかかわりから生まれる楽しさと悩み：新しい時代のやくそくごとを考える 

京都市動物園・山梨裕美 

動物にかかわることで私たちはメリットを得ています。だけど、動物にとってはどうなのかな？と疑問

が頭をもたげることがあるかもしれません。それは仕方がないこと？考える必要がないこと？もやもや

とした思いが出てくることもあるかもしれません。さまざまな考えや状況の人が暮らす社会の中で、人

と動物の視点をバランスさせていくことが必要です。この発表では、動物園で試行錯誤しながら、解決

策を模索する様子についてお話します。 

 

日本のチンパンジーの 100 年：生活史パターンなどの研究報告 

京都大学・クリスティン‐ハーバーキャンプ 

1921 年にチンパンジーが来日して 100 年、1000 個体以上が飼育されてきた。日本のチンパンジーにつ

いて、乳児期から老齢期までのライフステージにおける寿命や死亡率などの生活史パターンを調べ、故

スティーブ・ロス博士と共同で日米を比較した。また、医学研究に使われたチンパンジーの健康や寿命

に C 型肝炎の感染が及ぼす影響を調べた。こうした成果を紹介し、飼育スタッフや研究者による今後の

チンパンジー個体群の計画や管理に役立てて頂きたい。 

 

平川動物公園のコアラ飼育の歴史 

平川動物公園・桜井普子 

日本で初めてコアラの飼育展示が始まったのは 1984 年で、国内の 3 か所（東京都多摩動物公園、名古

屋市東山動植物園、鹿児島市平川動物公園）に同時にコアラが導入されました。日本国内で前例のなか

った動物種の飼育が軌道に乗るまでには様々な苦労と努力がありました。コアラ導入の経緯から、38 年

間の飼育の経緯、繁殖の実績、現在、日本で飼育されているコアラの現状などについてお話します。 

 

動物園は何のためにあるの？全国初、札幌市動物園条例  

札幌市環境局円山動物園・神賢寿 

日本には、動物園の運営に関して総合的に定めた単独の法律が存在しない。このため、動物園が社会的

な役割を果たしながら、将来にわたり持続可能な動物園運営を行っていくために、札幌市は、円山動物

園はもとより市内の動物園のあるべき姿を示し、その活動を推進するための条例を 2022 年 6 月 6 日に

制定した。また、この条例では、認定動物園制度や野生動物の保全活動等を促進するための動物園応援

基金の設置を定めている。 

 



シンポジウム②  

2022 年 11 月 27 日(日) 9:30～12:05 

＠平川動物公園（どうぶつ学習館） 

 

大型類人猿の暮らす森：ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、オランウータンを訪ねて 

京都大学 湯本貴和 

ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、そしてオランウータンといった大型類人猿は、熱帯林の減少とともに

個体数を減らしている。そのことから彼らが人跡稀な原生林にしか住めないと思っているひとが多い

が、決してそうではない。彼らの行動を観察すると、原生的な森林だけではなく、二次林、さらには畑

やプランテーションでもかなり採食していることがわかる。このことは生物多様性保全における原生林

の価値を減じるものでない。むしろ、原生林が失われている状況でも、彼らの住処を回復できるという

希望を抱かせるものである。 

 

平川動物公園 チンパンジー今昔物語：8 つの笑顔 

平川動物公園・小村圭 

平川動物公園のチンパンジー飼育の歴史は、前身の鴨池動物園時代を含め通算で 68 年目となります。

現在、オス 4 頭メス 4 頭の小さな群れ飼育となっていますが、過去にはチンパンジーショーを行ってい

た時代あり、オス 2 頭を単独で飼育していた時代あり、2015 年の施設リニューアルを機に複雄複雌で

の飼育を開始し、本園初の繁殖にも成功しました。様々な歴史がある中で、オス 2 頭の単独飼育から今

日までの 16 年間を振り返り、群れで暮らすチンパンジーの素晴らしさをお伝えしたいと思います。 

 

野生の大型類人猿：ゴリラ研究とエコツアー 

京都大学・田村大也 

ガボン共和国ムカラバ－ドゥドゥ国立公園は、野生ニシローランドゴリラの群れを森の中で観察できる

世界でも有数の調査地です。こうした群れは科学的に貴重であると同時に、魅力的な観光資源でもあり

ます。ゴリラのエコツアーは研究を続けるための資金源となりますが、時に現地での研究活動の妨げに

もなります。本発表では、最新の研究成果をお話しするとともに、自身の経験をもとに、観光客と一緒

に同じ群れを観察する研究者が抱えるジレンマを率直に語りたいと思います。 

 

飼育員が感じた鹿児島の野生生物：地域の生き物の情報ステーションとして 

平川動物公園・落合晋作 

南北 600 ㎞に広がる鹿児島県は、冷帯（高山域）～亜熱帯（奄美群島）、離島から山間部と様々な環境

がある。生き物も多様性に富み、アマミノクロウサギなどの希少種やヤクニホンザルやコシジロヤマド

リなど固有亜種も多く、保護保全の重要性も高い。誰しも幼少時より慣れ親しんだ動物園は、普及啓発

に適した場所である。このような地域にある動物園としての責務と飼育員として感じた鹿児島の野生生

物について紹介したい。 

  



 

SAGA24 ポスター発表一覧 

No. タイトル 発表者名 

1 鹿児島市平川動物公園におけるコアラの採食選好性 小倉匡俊（北里大学獣医学部） 

2 コアラのユーカリ採食選好性と腸内細菌叢の関連解析 近藤虎太郎（北海道大学大学院環境科学院） 

3 ハシビロコウの繁殖成功にむけた調査ー個体間関係と営巣行動ー 石徹白ほのか（北里大学大学院獣医学系研究科） 

4 霊長類学からの発信を考える 林美里（中部学院大学・日本モンキーセンター） 

5 アルダブラゾウガメの QOL 向上を目的とした飼育管理の見直しと今後の課題 山田透生（鹿児島市平川動物公園） 

6 チンパンジーは公平に遊ぶのか？ 
TRINH THIEN NGAN（大阪大学大学院人間科学研究
科） 

7 4 つの共生論～人と動物との共生を考える複数の視点～ 早川昌志（大阪大学大学院人間科学研究科） 

8 パタスザルは何がツボなのか?ー学芸員実習生との環境エンリッチメントの試み 
櫻庭陽子（豊橋総合動植物公園、京都大学野生動物
研究センター） 

9 Do Japanese macaques know they don't know? Lorraine Subias（大阪大学） 

10 飼育・展示環境がコアラの行動にもたらす影響 鈴木美澪（北海道大学大学院環境科学院） 

11 
飼育下のスマトラオランウータンにおける、アクリルパイプ製フィーダー導入の効
果 

八代梓（豊橋総合動植物公園） 

12 ホッキョクグマにおいてささ鳴きは授乳の発達変化の指標になりうるか 山本誉（大阪大学大学院人間科学研究科） 

13 認知症疑いの高齢アカゲザルの終末期飼育について 新美圭汰（京都市動物園） 

14 熱ストレスに注目したユキヒョウとライオンの呼吸頻度の比較解析 後藤葉月（北海道大学大学院環境科学院） 

15 単独飼育下アジアゾウの常同行動の特徴 並木美砂子（帝京科学大学） 

16 
鹿児島県に生息する希少種(特にツル類・奄美群島生息種)の傷病個体の生息
域外保全への活用 

落合晋作（鹿児島市平川動物公園） 

17 鹿児島市平川動物公園でのコアラ飼育 村上浩一（鹿児島市平川動物公園） 

18 飼育下インドゾウにおける夜間の行動調査～ラウナはいつ寝ている？～ 永峰令子（鹿児島市平川動物公園） 

19 日本モンキーセンターにおけるマンドリルの群れ管理について 阿野隆平（公益財団法人日本モンキーセンター） 

20 平川動物公園のツイートに対する「いいね」の傾向 落合祐子（鹿児島市平川動物公園） 

21 オオカミの飼育個体における腸内細菌と疾患・食物などの関係 今野愛弓（北海道大学環境科学院） 

22 ワオキツネザルの飼料変更による行動への影響 川出比香里（宇部市ときわ動物園） 

23 平川動物公園におけるチンパンジーの人工アリ塚使用について 小村圭（鹿児島市平川動物公園） 

24 コロナ禍における NPO 法人東山動物園くらぶの取り組みと今後の展望 奥村太基（NPO 法人東山動物園くらぶ） 

25 動物園が主催する生息地研修ツアー 赤見理恵（公益財団法人日本モンキーセンター） 

  



SAGA24 ポスター発表 要旨

01．鹿児島市平川動物公園におけるコアラの採食

選好性 

小倉匡俊 1）、雨平愛 1）、荒木千晴 1）、渡邉里衣

1）、近藤虎太郎 2）、鈴木美澪 2）、村上浩一 3）・

落合晋作 3）、早川卓志 4） 

1）北里大学獣医学部、2）北海道大学大学院環境科学院、

3）鹿児島市平川動物公園、4）北海道大学大学院地球環境

科学研究院 

コアラの食性はユーカリ葉に特化しており、餌に

対する強い選好性を持つ。一方で、好む餌とそう

でない餌を区別する手がかりは不明である。コア

ラのユーカリ選好性を理解することで、動物園に

おける効率的な飼育管理および動物福祉への配慮

の実現につながる。そこで本研究では鹿児島市平

川動物公園で飼育されているコアラ 6 個体を対象

に、採食量および採食時間に対するユーカリ種な

どの影響を調べた。 

 

02．コアラのユーカリ採食選好性と腸内細菌叢の

関連解析 

近藤虎太郎 1）、鈴木美澪 1）、雨平愛 2）・荒木千

晴 2）、渡邉里衣 2）、村上浩一 3）、落合晋作 3）、

小倉匡俊 2）、早川卓志 4） 

1）北海道大学大学院環境科学院、2）北里大学獣医学部、

3）鹿児島市平川動物公園、4）北海道大学大学院地球環境

科学研究院 

コアラはユーカリの種に対する選好性が高く、地

域や個体によって好むユーカリが異なる。また腸

管に共生する腸内細菌はユーカリの消化・吸収に

おいて重要な役割を持つと考えられている。本研

究では、鹿児島市平川動物公園で飼育されている

6 個体を対象とし、行動観察、糞便のサンプリング

をおこなった。ユーカリ採食データと腸内細菌叢

の多様性や菌叢組成の関連解析をおこなうことで、

ユーカリ選好性と腸内細菌叢の関係を調査した。

  

03．ハシビロコウの繁殖成功にむけた調査ー個体

間関係と営巣行動ー 

石徹白ほのか 1）、小倉匡俊 2）、井門彩織 3） 

1）北里大学大学院獣医学系研究科、2）北里大学獣医学部、

3）目白大学人間学部 

飼育下におけるハシビロコウの繁殖阻害要因のひ

とつとして、単独で過ごす生態から特に相性の問

題が挙げられている。本研究では、無精卵ではあ

るが日本で唯一産卵が確認されている千葉市動物

公園で飼育されているハシビロコウ 2 個体を対象

に、阻害要因として個体間闘争と営巣行動に着目

した観察をおこなうことで、季節の変化による各

行動回数の変化について比較・検討をおこなった。

  

04．霊⾧類学からの発信を考える 

林美里 

中部学院大学・日本モンキーセンター 

「霊⾧類学」という言葉は、どこまで一般に浸透

しているだろうか。ヒトに近い霊⾧類を研究する

と、何がわかるのか、どこが面白いのか、というポ

イントをわかりやすく発信しつづける努力が必要

ではないか。動画や写真を併用することで、難し

い用語を使わなくても伝えられる情報が多いとい

う利点を生かし、様々なターゲットに向けた効果

的な発信の方法を工夫することで、多くの人が霊

⾧類の研究の面白さを感じるきっかけを作りたい。

  

05．アルダブラゾウガメの QOL 向上を目的とした

飼育管理の見直しと今後の課題 

山田透生 

鹿児島市平川動物公園 

当園のゾウガメは活動量が少なく、運動量を確保

する事が難しかった。そのため運動量と筋力の向

上を目的とし給餌方法の変更を行った。現在、人

がゾウガメを運び体重計の上に乗せる方法で体重

測定を行っているが、その方法ではゾウガメにス



トレスがかかり人にも負担がかかるため、トレー

ニングを開始した。また、今後は様々な行動を発

現できるよう展示場内に泥あび場、丸太や砂山な

どを導入し、QOL の向上に努めていきたい。 

 

06．チンパンジーは公平に遊ぶのか？  

TRINH THIEN NGAN1）、山田一憲 2） 

1）大阪大学大学院人間科学研究科、2）大阪大学大学院人

間科学研究科 

ヒト以外の動物には、道徳が存在するのか？その

答えは行動制御がよくみられる取っ組み合い遊び

行動にあるかもしれない。本研究では、京都市動

物 園 に お け る ６ 頭 の チ ン パ ン ジ ー (Pan 

Troglodytes)の行動を観察した。彼ら彼女らは年

齢、身体能力、優劣関係が異なる個体とどのよう

に遊びを行い、行動を制御するのかという切り口

から、公平な遊びとはどのようなものなのかを考

える。  

 

07．4 つの共生論～人と動物との共生を考える複

数の視点～ 

早川昌志 1）、早川卓志 2） 

1）大阪大学大学院人間科学研究科、2）北海道大学大学院

地球環境科学研究院 

「人と動物との共生」は、現代社会の重要な課題

である。しかし、野生動物と、家畜・伴侶動物とで

は、共生の意味合いが違う。前者はエコシステム

としての共生であり、後者は（不完全ではあるが）

インクルージョンとしての共生である。そして、

その言葉の源流には、仏教由来の共生（ともいき）

と、生物学由来の共生（シンバイオーシス）があ

る。共生の多義性を論じることで、人と動物との

適切な距離について見つめ直したい。 

 

08．パタスザルは何がツボなのか?ー学芸員実習生

との環境エンリッチメントの試み 

櫻庭陽子 1）2）、伴和幸 1）、中村美代子 1） 

1）豊橋総合動植物公園、2）京都大学野生動物研究センタ

ー 

豊橋総合動植物公園で飼育されているパタスザル

6 個体において、学芸員実習の一環として採食エ

ンリッチメントを試みた。実習生が人工芝、ペッ

トボトル、ガチャガチャカプセルを使った 3 種類

のエンリッチメントを作成し、1 時間の観察を 4 日

間行った。結果、3 種すべてを利用する個体から全

く触らない個体まで個体差が大きかったが、興味

を示す個体はいたため、実施期間を延ばせば触ら

なかった個体が利用する可能性も示唆された。 

 

09．Do Japanese macaques know they don't know? 

Lorraine Subias、Kazunori Yamada1 

大阪大学 

Testing Japanese macaques on a task where they 

had to find food hidden inside one of four tubes, we 

investigated whether subjects would look inside the 

tubes before selecting one when they did not know 

which tube contained food. We also varied the cost 

of looking and reward quality. Almost all monkeys 

looked significantly more when they did not know 

which tube contained food. Half of them tended to 

reduce their looks when the cost was high but they 

did so only when they already knew the reward’s 

location. When a high quality reward was at stakes, 

four individuals tended to look more inside the 

tubes even though they already knew the reward’s 

location. Our results seem to indicate that Japanese 

macaques seek information depending on their 

knowledge state, the cost associated with seeking 

information and what is at stake. 

 

10．飼育・展示環境がコアラの行動にもたらす影

響 

鈴木美澪 1）、近藤虎太郎 1）、雨平愛 2）、荒木千

晴 2）、渡邉里衣 2）、村上浩一 3）、落合晋作 3）、

小倉匡俊 2）、早川卓志 4） 

1）北海道大学大学院環境科学院、2）北里大学獣医学部、



3）鹿児島市平川動物公園、4）北海道大学大学院地球環境

科学研究院 

動物園動物は、給餌や照明の時間が固定されてい

たり、飼育員や来園者等のヒトの存在を近くに感

じたりなど、野生とは大きく異なる環境に暮らし

ている。飼育・展示下に特有な環境要因が、動物の

行動へ与える影響を理解することは、飼育動物の

QOL の向上において重要である。本研究では、鹿

児島市平川動物公園のコアラを対象に、行動観察

と展示環境の変化の記録を行い、展示エリアの環

境がコアラの行動にどう影響しているかを調査し

た。 

 

11．飼育下のスマトラオランウータンにおける、

アクリルパイプ製フィーダー導入の効果 

岡山祥子 2）1）、八代梓 1）、立脇隆文 2） 

1）豊橋総合動植物公園、2）人間環境大学人間環境学部 

豊橋総合動植物公園で飼育されているスマトラオ

ランウータン 2 頭の屋外放飼場へ、休息時間と地

上滞在時間の減少を目的として、アクリルパイプ

製のフィーダーを導入した。各個体ともフィーダ

ーを導入前と導入後の 6 日間、計 12 日間、1 分間

隔の瞬間サンプリングにより、行動と滞在場所を

記録し、フィーダー導入前後で比較した。フィー

ダー導入により、2 頭の休息時間が減少し、1 頭の

地上滞在時間が減少したので報告する。 

 

12．ホッキョクグマにおいてささ鳴きは授乳の発

達変化の指標になりうるか 

山本誉 1）、佐野祐介 2）、油家謙二 2）、中道正之

1）、山田一憲 1） 

1）大阪大学大学院人間科学研究科、2）地方独立行政法人

天王寺動物園 

授乳時、子グマはささ鳴きを発する。天王寺動物

園において、産室内を撮影した動画からホッキョ

クグマの子が発したささ鳴きを 1 週齢から 15 週

齢まで全生起法で観察した。10 秒未満のささ鳴き

が 0, 1 ヵ月齢と比較して 2, 3 ヵ月齢で減少した。

10 秒未満のささ鳴きは過去に報告がない。しかし、

ささ鳴きの生起頻度や間隔時間といった変化は、

飼育担当者の直接観察が難しい場合でも、子グマ

の発達を示す指標として利用できることが分かっ

た。 

 

13．認知症疑いの高齢アカゲザルの終末期飼育に

ついて 

新美圭汰、板東はるな、中川大輔 

京都市動物園 

昨年死亡したアカゲザル（個体名:イソコ 43 歳 4

か月で死亡）は、42 歳ごろから歩行後の息切れや、

危険な場所にあえて行くといったような体力およ

び認知能力の低下を伺わせる行動が見られた。体

力及び認知能力の低下に対して、安全を確保しつ

つ、できる限り同群で飼育し、社会性を維持でき

るように考慮した。具体的に認知能力が低下した

と考えられた事例やその対応策、高齢個体の飼育

について考慮した点について報告する。 

 

14．熱ストレスに注目したユキヒョウとライオン

の呼吸頻度の比較解析 

後藤葉月 1）、工藤菜生 2）、早川卓志 3） 

1）北海道大学大学院環境科学院、2）札幌市環境局円山動

物園、3）北海道大学大学院地球環境科学研究院 

ユキヒョウは高山帯の寒冷地に適応した大型ネコ

科動物である。一般的に、ネコ科動物は高温時は

浅く早く呼吸し、唾液を気化することで熱を放散

すると言われる。暑い夏を経験している日本の飼

育下のユキヒョウは、どのように熱ストレスに順

応しているのだろうか。札幌市円山動物園のユキ

ヒョウ２頭とライオン１頭を対象に、呼吸頻度に

注目して観察をおこなった。気温や行動との相関

を分析することでユキヒョウの特異性について考

察した。 

 

15．単独飼育下アジアゾウの常同行動の特徴 

並木美砂子 1）、秋山多江 2）  



1）帝京科学大学、2）甲府市遊亀公園付属動物園 

甲府市遊亀公園付属動物園と帝京科学大学の共同

で、2017 年より 2021 年まで行われたアジアゾウ

の単独飼育下での行動特徴について、日中の展示

場でのエンリッチメントの取り組みの効果を常同

行動の発現状況で検討したところ、採食エンリッ

チメントおよび操作性のある砂導入の効果がみら

れた。さらに、エンリッチメントツール導入した

日の夜間の常同行動の特徴を分析したところ、常

同行動の増加傾向がみられた。 

 

16．鹿児島県に生息する希少種(特にツル類・奄美

群島生息種)の傷病個体の生息域外保全への活用 

落合晋作 1）、前谷史恵 1）、福守朗 1）、秋元哲 1）、

日髙愛子 1）、伊藤ななお 1）、伊藤綾夏 1）、浅井

隆之 1）、桜井普子 1）、大和修 2） 

1）鹿児島市平川動物公園、2）鹿児島大学共同獣医学部 

鹿児島県出水市周辺に飛来するツル類や，奄美群

島に生息する哺乳類や鳥類等は，毎年一定数の傷

病個体が保護されている．ツル類は出水市の保護

収容施設にて終生飼育されており，奄美群島では

収容施設がなく可能な限り当園へ移送している．

野生復帰困難な個体であっても，状態によっては

繁殖個体群として域外保全への活用、基礎データ

の収集にも貢献できる．当園で保護された傷病希

少種と個体を介した普及啓発をについて紹介する。 

 

17．鹿児島市平川動物公園でのコアラ飼育 

村上浩一、落合晋作 

鹿児島市平川動物公園 

鹿児島市平川動物公園は、1984 年に国内初のコア

ラ飼育を開始した園の一つである。今まで 137 頭

の飼育をしており、約 38 年の飼育経験がある。現

在における当園のコアラ飼育や健康管理(体重測

定、定期採血等)、餌となるユーカリ採取などの飼

育状況について紹介する。  

 

18．飼育下インドゾウにおける夜間の行動調査～

ラウナはいつ寝ている？～ 

永峰令子、菊村風穂、秋元哲、鮫島弘士 

鹿児島市平川動物公園 

ゾウの睡眠時間は、野生では 2～3 時間で基本的に

起立して眠るが、飼育下では 4～6 時間と⾧く、ま

た横臥して眠ることも多いと言われている。当園

ではインドゾウ 2 頭を飼育しており、今回オスの

ラウナ(46 才)の夜間の寝室での様子をビデオ撮影

し、1 分間タイムサンプリングで夜間の行動をま

とめたので報告する。 

 

19．日本モンキーセンターにおけるマンドリルの

群れ管理について 

阿野隆平 1）、星野智紀 1）、田中ちぐさ 1）、廣澤

麻里 1）2）、綿貫宏史朗 1）2） 

1）公益財団法人日本モンキーセンター、2）京都大学野生

動物研究センター 

動物園での飼育動物の群れ管理においては、野生

で形成される群れの形態を参考にすることが多い。

マンドリルは野生では複雄複雌群をつくり、霊⾧

類の群れとしては最大の集団となることが知られ

ている。一方で、飼育下では余剰オスが出やすい

という問題もあり、日本モンキーセンターでは闘

争を避けるため各個体の相性を見ながら群れの管

理を進めてきた。本発表ではオス群れの試行など

当園における本種の管理方法について報告する。

  

20．平川動物公園のツイートに対する「いいね」

の傾向 

落合祐子、徳重雄三 

鹿児島市平川動物公園 

平川動物公園では、SNS を用いてイベント告知や

動物の様子などを毎日発信している。2013 年 4 月

より供用を開始した Twitter は、2022 年 10 月 28

日現在の総ツイート数は 6,057 件、フォロワー数

は 220,052 である。フォロワーが気に入った投稿

につける「いいね」の数は、来園者の興味関心の指

標となると考え、「いいね」が 1,000 を越えたツイ



ートについてまとめたので紹介する。  

 

21．オオカミの飼育個体における腸内細菌と疾患・

食物などの関係 

今野愛弓 1）、高岡智子 2）、河西賢治 2）、早川卓

志 3） 

1）北海道大学大学院環境科学院、2）札幌市環境局円山動

物園、3）北海道大学大学院地球環境科学研究院 

オオカミは北半球に広く分布する生態系の上位捕

食者である。全国の動物園で飼育されているが、

DNA レベルで研究は限られている。飼育下での更

なる QOL 向上を目標として、糞便 DNA を用い

て腸内細菌について調べた。腸内細菌は消化や健

康状態に深く関わる。本研究では、老齢で疾患を

抱えていた札幌市円山動物園のシンリンオオカミ

の老齢オス「ジェイ」を対象に、行動を観察しなが

ら、糞便を収集した。対象個体の行動や疾患など

と腸内細菌の関係について検討する。 

 

22．ワオキツネザルの飼料変更による行動への影

響 

川出比香里 

宇部市ときわ動物園 

宇部市ときわ動物園のワオキツネザルでは、給与

飼料中の糖類を低減させる目的で飼料内容を変更

した。この変更に伴い、嗜好性の違いによる採食

中の行動への影響が予測されたことから、9 頭（雌

2・雄 7）の群を対象に給餌後 1 時間の行動を飼料

変更前後で観察した。その結果、飼料変更後の敵

対行動が減少し、休息時間が増加したことから、

飼料変更が採食中の行動に影響を及ぼすことが示

唆された。 

 

23．平川動物公園におけるチンパンジーの人工ア

リ塚使用について 

小村圭 

鹿児島市平川動物公園 

平川動物公園のチンパンジー舎に、人工アリ塚が

設置され 7 年が経過しているが、これまでに雌 3

頭（推定 38 歳・22 歳・17 歳）が人工アリ塚を使

用している事を確認していた。今回、新たに雄 2 頭

（推定 38 歳・5 歳）が人工アリ塚を使用している

姿が確認された。特に大人になってからの道具使

用開始は稀であるとされているので、その状況を

報告する。 

 

24．コロナ禍における NPO 法人東山動物園くらぶ

の取り組みと今後の展望 

奥村太基 1）、沼本紘幸 1）2）、荒武朝子 1）2）、

神山拓海 1）、斎藤健太郎 1）、柴田軒吾 1）、櫻庭

陽子 1）3）、堤創 1） 

1）NPO 法人東山動物園くらぶ、2）岐阜大学、3）豊橋総

合動植物園 

NPO 法人東山動物園くらぶは、市民の環境や社会

に対する意識を高め、動物園の振興に寄与するこ

とを目的として活動している。2020 年以降、新型

コロナウイルス感染症のため東山動植物園と協働

でおこなってきた対面イベントの多くが中止とな

った。コロナ禍における実施形態を検討し、取り

組んだ事業について紹介する。  

 

25．動物園が主催する生息地研修ツアー 

赤見理恵、辻内祐美、土性亮賀、江藤彩子、新宅勇

太、高野智 

公益財団日本モンキーセンター 

動物園での学びをより深めるため、連続講座受講

者を対象に生息地を訪れるツアーを実施した。今

までにニホンザルの生息地：幸島や金華山、テン

グザル等の生息地：マレーシアなどを訪問した。

これらの実践から、動物園が主催するツアーが一

般的なツアーと比較して優れている点が示唆され

た。飼育個体と比較できる点、同行スタッフの感

動を分かち合える点、ツアー後に動物園を利用し

て学んだことを発信できる点などである。今後は

これらを意識したツアーを企画し評価をおこなう

とともに、対象者を広げていきたい。  


